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都筑区の人口データ     

 ・ 人 口 ２１４，７１５ 人 (男 105,085人 女 109,630人） 

     (前月比：    ＋６３ 人  (男   +39人 女   +24人)) 

 ・ 世帯数  ８７，０５２ 世帯 

     (前月比：       ７７ 世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡  ※令和４年９月１日現在。増減数は前月比です。 
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１ 昭和大学横浜市北部病院へのご意見について    ［資料１］ 
（昭和大学横浜市北部病院）              門倉（かどくら）病院長 

 

 当院からの情報提供をさせていただくとともに、皆様方から当院へのご意見、ご要望など

がありましたら拝聴させていただきます。 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞昭和大学横浜市北部病院地域医療連携室（電話：９４９－７０００）

＜参考 URL＞－ 

 

 

《 市関係報告・依頼事項 》 

連絡・報告事項 
 

２ 横浜市中期計画 2022～2025（素案）の公表とパブリックコメン

トの実施について                 ［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  

 

本年５月に「新たな中期計画の基本的方向」を公表し、市民意見募集や市民アンケート、

有識者への意見聴取等も踏まえ、策定した「横浜市中期計画 2022～2025」(素案)を令和４年

８月 30日（火）に公表しました。 

この素案について、令和４年 10 月 14 日（金）までパブリックコメントを行いますので、

各自治会での周知をお願いします。 

 

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

※９月 18 日（日）に新聞折込にて広報よこはま特別号（素案の紹介・パブリックコメント

の案内）を配付しました。 

※閲覧用の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/soan.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2022-2025/soan.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2022-2025/soan.html
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３ 第４期 横浜市教育振興基本計画（素案）及びパブリックコメ

ントの実施について ［資料３］ 
（教育委員会事務局教育政策推進課）  川島（かわしま）教育政策推進課担当課長 

 

 このたび、第４期横浜市教育振興基本計画の素案を策定し、素案について９月 30 日～10

月 31日まで、パブリックコメントを実施します。  

つきましては、４期計画の概要をお知らせしますので、ぜひご意見をお寄せください。 

 

◆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＞教育委員会事務局教育政策推進課（電話：６７１－３７７１） 

＜参考 URL＞ 

【教育振興基本計画】 

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

kyoiku/kyoiku/plankoho/plan/kyoikuplan/2010-2014kyoshinn.html 

【パブリックコメント用電子申請システム】 

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

procedures/apply/83e193e8-d4a8-4fb8-917e-e800f8879db5/start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/plan/kyoikuplan/2010-2014kyoshinn.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/plan/kyoikuplan/2010-2014kyoshinn.html
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/83e193e8-d4a8-4fb8-917e-e800f8879db5/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/83e193e8-d4a8-4fb8-917e-e800f8879db5/start
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４ 新型コロナワクチン接種事業について ［資料４］ 
（健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当） 佐藤（さとう）都筑区総務課長 

 

新型コロナワクチン接種について、オミクロン株対応ワクチン接種の実施に向けて準備を

進めています。 

 

＜オミクロン株対応ワクチン接種の概要＞ 

（１）接種対象者 

従来のワクチンを２回以上接種した 12歳以上の全ての市民 

（２）予約開始日 

令和４年９月 22日（木）午前９時～ 

※年代・職種等による優先順位はなく、接種可能なすべての方が予約可能 

（３）予約受付体制 

市予約専用サイト（web）、市 LINE公式アカウント、予約センター(電話）、 

FAX予約（耳の不自由な方）、 

予約代行（郵便局：市内 302局予定、区役所ワクチン相談員） 

（４）接種体制 

・個別接種（最速で 9/26（月）～）：市内医療機関 最大約 2,000か所（予定） 

・集団接種（10/7（金）より順次）：９か所設置予定 

・施設接種 

（５）個別通知（接種券） 

前回接種から５か月が経過する約３週間前を目安に発送 

※３、４回目未接種の方は、手元にある接種券（緑またはピンク）で接種が可能です。

10 月上旬～中旬に「個別はがき」を送付し、新しいワクチンの接種についてお知

らせします。 

 

◆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＞ 

・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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５ 災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について ［資料５］ 
（総務局地域防災課）              佐藤（さとう）都筑区総務課長 

 

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等、防災

意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。本年

度は区役所にて配布を行います。 

 

◆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＞総務局地域防災課（電話：６７１－２０１１） 

＜参考 URL＞ 

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

procedures/apply/eb517ba6-1a04-4d84-bb75-407f3229f84a/start 

 

 

 

６ 第 12 次一括法による地方自治法の一部改正について 

［資料６］ 
（市民局地域活動推進課）          倉田（くらた）都筑区地域振興課長 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和４年法律第 44号）」（第 12次一括法）により地方自治法が一部改正となり

ましたのでお知らせします。 

【改正の内容】 

１ 書面または電磁的方法による決議の規定の創設 

２ 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見

直し 

３ 認可地縁団体同士の合併の規定の創設 

 

◆資料：区連会終了後、認可地縁団体の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://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/eb517ba6-1a04-4d84-bb75-407f3229f84a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/eb517ba6-1a04-4d84-bb75-407f3229f84a/start
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７ 「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について 

 ［資料７］ 
（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４年度の「自治会町内会のための講習会」については、開催方法を変更いたします。

集合形式の代替として、より多くの自治会町内会の皆様に講習会の内容を紹介するため、講

習会の内容を収録し YouTube配信します。 

 

◆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＞市民局地域活動推進課（電話：６７１－２３１７） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

《 区関係報告・依頼事項 》 

出席・推薦・申請・募金等 

 

８ 共同募金運動への協力依頼について      ［資料なし］ 
（神奈川県共同募金会横浜市都筑区支会）        工藤（くどう）事務局長 

 

10 月１日から全国一斉に共同募金運動が実施されます。今年度も「つながりをたやさな

い社会づくり」をテーマに掲げ、地域福祉を推進してまいります。 

募金運動にかかる資材をお送りしますので、ご協力をお願いいたします。 

なお、今年度も新型コロナウイルス感染防止のため、できる範囲でのご協力を賜りますよ

うお願いいたします。 

１ 目安額 

（１）赤い羽根共同募金 1世帯あたり 255円 

（２）年末たすけあい募金 1世帯あたり 200円 

２ 実施期間 

令和４年 10月１日（土）～令和４年 12月 27日（火） 

３ 事務局 

神奈川県共同募金会横浜市都筑区支会（都筑区社会福祉協議会内） 

 

◆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＞－   
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９ 都筑区体育協会総会報告及び会費納入依頼      ［資料８］ 
（都筑区体育協会）                 栗原（くりはら）事務局長 

 

 都筑区体育協会令和４年度総会は、149名（内、委任状 99名）の参加を得て承認可決され

ましたので、令和３年度の事業及び会計決算並びに令和４年度の事業計画及び予算について

総会議案書を送付し、報告とします。 

また、令和４年度体育協会会費についての納入をお願いします。 

 同封の振込用紙をもとに、農協に振込をお願いします。 

 

◆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＞都筑区体育協会（電話：９４９－１６５４） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

10 令和４年度「都筑スポーツ・文化賞」表彰候補者の調査票の提出

依頼について     ［資料９］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

都筑区では、スポーツ・文化の分野においてめざましい活躍、顕著な功績のあった個人ま

たは団体に対して「都筑スポーツ・文化賞」を授与しています。 

令和３年 11 月 1 日（月）から令和４年 10 月 31 日（月）の期間で、スポーツ・文化の分

野において、めざましい活躍、顕著な功績のあった個人または団体がいらっしゃる場合には、

表彰候補者として調査票のご提出をお願いいたします。近年、多種多様な大会が全国で開催

されており、大会の規模や受賞内容についての事前の精査が必要となるため、推薦書の御提

出に先立ちまして、調査票の提出をお願いするものです。大会の内容等を確認した後、別途

個別に推薦書の提出依頼をさせていただきます。 

原則、都筑スポーツ・文化賞の推薦には本調査票の御提出が必須となりますので、御了承

ください 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：９４８－２２３５） 

＜参考 URL＞－ 
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11 令和４年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の推薦依頼につい

て ［資料 10］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

 令和４年度も、都筑区では交通安全と交通道徳の普及・高揚に顕著な功績のあった個人又

は団体に対して感謝の意を表し、なお一層の活動の推進を期する目的で、交通安全功労者表

彰を実施します。 

 つきましては、各連合町内会自治会から候補者を御推薦いただきますようお願いいたしま

す。 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：９４８－２２３２） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

配布等依頼（班回覧・ポスター掲示等） 

 

12 令和 4 年度在宅要介護者訪問歯科健診事業について ［資料 11］ 
（健康福祉局高齢在宅支援課・横浜市歯科医師会） 

西橋（にしはし）高齢・障害支援課長 

 

在宅要介護者訪問歯科検診事業は、無料で歯科医師によるむし歯、歯周病のチェック、お

口の機能のチェック等を行う事業です。令和４年度の事業が９月から始まりましたので、回

覧での周知にご協力お願いいたします。 

【対象者】 

・市内在住 75 歳以上、原則として要介護３以上の方で、現在、医療保険や介護保険にお

いて歯科に関する治療・管理を受けていない方。 

・先着 480名限定。 

 

◆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＞（一社）横浜市歯科医師会 歯科医療連携室 

（電話：０１２０－８１４－５９４） 

＜参考 URL＞https://www.yokoshi.net/ 

 

 

  

https://www.yokoshi.net/
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13 令和４年度「高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」について 

［資料 12］ 
（福祉保健課）                 室山（むろやま）福祉保健課長 

 

 毎年度実施されている、高齢者インフルエンザの予防接種の事業が、今年度も令和４年 10

月１日から令和４年 12 月 31 日まで実施されます。事業周知のため、「令和４年度高齢者イ

ンフルエンザ予防接種のご案内」チラシの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＞福祉保健課（電話：９４８－２３５０） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/yobosesshu/

yobosesshu/koureiinflu.html 

 

 

 

14 第 28 回都筑区民まつりのポスター掲出依頼について 

 ［資料 13］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

11月３日（木・祝）に開催される第 28回都筑区民まつりについて、区民の皆様に告知す

るポスターが完成しました。つきましては、各自治会町内会において、ポスター掲出につい

て御協力をお願いいたします。 

 

◆資料：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＞地域振興課（電話：９４８－２２３１） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/yobosesshu/yobosesshu/koureiinflu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/yobosesshu/yobosesshu/koureiinflu.html
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15 都筑区区民文化センター（仮称）機運醸成イベント 

シュトゥットガルト室内管弦楽団によるコンサートの開催につ

いて ［資料 14］ 
（区政推進課）                 黒澤（くろさわ）区政推進課長 

 

都筑区区民文化センター（仮称）については、令和６年度中の開館を目指して整備を進め

ています。このたび、施設の開館に向けた機運醸成の一環として、シュトゥットガルト室内

管弦楽団によるコンサートを開催します。 

ついては、開催チラシのポスター掲示の御協力をお願いいたします。 

 

◆資料：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＞区政推進課（電話：９４８－２２２７） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

16 令和４年度 都筑野菜朝市の開催について（下半期） ［資料 15］ 
（区政推進課） 黒澤（くろさわ）区政推進課長 

 

毎月第２・４火曜日及び第４土曜日に、地元の農家さんに御協力いただき、都筑区総合

庁舎で開催している都筑野菜朝市について、令和４年度下半期の開催日が決まりましたので

お知らせいたします。 

こちらの開催チラシについて、ポスター掲示の御協力をお願いいたします。 

 

（実施日時） 毎月第２・４火曜日及び第４土曜日 午前９時 30分～正午 

※売り切れ次第終了 

※出店者の情報は、都筑区ホームページで確認できます。 

 

◆資料：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＞区政推進課（電話：９４８－２２２７） 

＜参考 URL＞－ 
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連絡・報告事項 

17 市営バスの路線再編と実証実験開始について    ［資料 16］ 
（交通局路線計画課・道路局企画課・都筑区区政推進課）  

 黒澤（くろさわ）区政推進課長 

 

路線バス事業は、近年の少子高齢化による利用者の減少や乗務員不足などにより、路線の

維持が大変厳しい状況です。加えて、新型コロナウィルス感染症の影響による生活スタイル

の変化などにより、路線バスの収支状況は更に厳しさを増しています。バス事業を維持・継

続していくためにも、令和５年１月４日より市営バスが運行する区南部において減便等を含

めた路線再編及び実証実験を行うこととなりました。ご協力、ご理解のほど、よろしくお願

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＞道路局企画課（電話：６７１－３８００） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

18 令和４年度首都圏放置自転車・バイククリーンキャンペーンに

ついて                  ［資料 17］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

10 月１日(土)～10 月 31 日(月)の１か月間、安全で円滑な交通環境の確保を図るため、

「放置自転車・バイクの防止」「交通ルールの遵守と駐車マナーの向上」の２項目を重点に、

放置自転車・バイククリーンキャンペーンを実施します。 

自治会町内会におかれましても、「放置自転車・バイククリーンキャンペーン 横浜市実施

要綱」を御覧いただき、自転車のマナー等の周知徹底に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＞都筑区地域振興課（電話：９４８－２２３２） 

＜参考 URL＞－ 
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19 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・青パト出陣式の中止について ［資料 18］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

令和４年 10月 16日（日）に開催を予定していた防犯活動のための研修会等につきまして

は、大変申し訳ございませんが、講師等の都合により中止と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。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：９４８－２２３４） 

＜参考 URL＞－ 

 

20 119 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。 

 

21 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 10月 21日(金) 

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９月 21日時点） 

期限 議 題 番号・ページ 所管課（提出先） 

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 

11月７日（月） 
令和４年度「都筑スポーツ・文化賞」表彰候補者
の調査票 

区-10 ９月-P.６ 地域振興課 

11月 30日（水） 
令和４年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の
推薦 

区-11 ９月-P.７ 地域振興課 


