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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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都筑区の人口データ     

 ・ 人 口 ２１４，８８６ 人 (男 105,216人 女 109,670人） 

     (前月比：    －８４ 人  (男   －43人 女   －41人)) 

 ・ 世帯数  ８７，３３０ 世帯 

     (前月比：      ＋２３ 世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡  ※令和５年１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 》 

出席・推薦・申請・募金等依頼 

１ 統一地方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５年４月９日（日）執行の統一地方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) 告示日  神奈川県知事：令和５年３月 23日（木） 

       神奈川県議会議員及び横浜市会議員：令和５年３月 31日（金） 

(2) 投票日  令和５年４月９日（日）午前７時から午後８時まで 

(3) 開票日  令和５年４月９日（日）午後９時１５分開始（予定） 

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５年２月 20日（月） 席上資料により、返信用封筒にて御提出下さい。 

   ※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５年３月６日（月）） 

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郵送させていただきます。 
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３ 選挙公報の配布に関する連絡等について 

各自治会町内会長に予備 10部を送付いたしますので、投票日２日前までに町内の世帯

に配布されていないとの御連絡があった場合は、可能な範囲で、予備分をお渡しいただ

くようお願いいたします。また、未配布世帯があったことについて、速やかに都筑区選挙

管理委員会（電話：９４８－２２１５・２２１６）へ御連絡いただきますようお願いいた

します。 

 

◆資料： 

①投票管理者及び投票立会人の推薦依頼：席上（連長）配布のみ。 

 ②ポスター掲示依頼：後日、必要部数を送付します。 

 ③選挙公報配布に関する依頼：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＞都筑区選挙管理委員会（総務課）（電話：９４８－２２１５・２２１６） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

２ 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」へ

のご協力に関する再度のお願いについて ［資料２］ 
（市民局地域活動推進課） 倉田（くらた）地域振興課長 

 

11月の区連会を通じてご協力をお願いしました標記アンケートについて、再度のご依頼

です。頂いたご意見を踏まえて、アンケートフォームに改善を加え、回答期限を１月末ま

で延長いたしました。まだご回答いただいていない自治会町内会長の皆様におかれまして

は、何卒ご回答にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

(1) 回答方法：横浜市電子申請・届出システム 又は 11月に配付した返信用封筒による

調査票の郵送 

(2) 回答期限：令和５年１月 31日（火）※期限を延長しました 

 

◆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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連絡・報告事項 

３ 令和４年度「自治会町内会のための講習会」収録動画の YouTube

配信について ［資料３］ 
（市民局地域活動推進課） 倉田（くらた）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、新型コロナウィルス感染症

の影響により集合形式からオンライン形式に変更となりました。講習会内容を収録した動

画を YouTube配信いたしますので、是非ご視聴ください。 

(1) 講演 

「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） 

配信期間：令和５年２月 10日（金）～令和５年３月 10日（金） 

(2) 事例発表 

若葉台北自治会（旭区）、柏尾町内会（戸塚区）、ヨコハマタワーリングスクエア自

治会（西区） 

配信期間：令和５年２月１日（水）～令和６年３月 31日（日） 
 

◆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＞－ 

 

 

４ 山下ふ頭再開発に係る意見募集への協力について ［資料４］ 
（港湾局山下ふ頭再開発調整課） 小島（こじま）山下ふ頭再開発調整課担当係長 

                 行田（こうだ）山下ふ頭再開発調整課担当係長 
 

山下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向け、前回の市民意見募集等の結果を踏まえ、

より具体的な再開発のイメージや導入機能などを伺うため、市民意見募集を開始しました

ので、応募のご協力をお願いいたします。 

(1) 募集期間：令和４年 11月 22日（火）から５年２月 28日（火）まで 

(2) 応募方法：リーフレット付属はがき、インターネット入力フォーム 
 

◆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＞港湾局山下ふ頭再開発調整課（電話：６７１－７３１５） 

＜参考 URL＞ 

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

yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/aratanatorikumi/iken.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/%20yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/aratanatorikumi/iken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/%20yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/aratanatorikumi/iken.html
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《 区関係報告・依頼事項 》 

配布等依頼（班回覧・ポスター掲示等） 

５ 令和４年度「つづき あいフォーラム」について ［資料５］ 
（福祉保健課） 室山（むろやま）福祉保健課長 

 

令和４年度の「つづき あいフォーラム」を２月 18日（土）に開催する予定です。第１

部の社会福祉大会では、長年にわたり地域で福祉保健活動に携わってこられた方々の功績

を表彰します。第２部の都筑区地域福祉保健活動発表では、ミニ講演会や地域活動者への

インタビューを実施する予定です。 

つきましては、チラシを作成しましたので、周知にご協力いただきますよう、よろしく

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：９４８－２３４４） 

＜参考 URL＞ 

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

chiikifukushi/fukushi-plan/aiforamu.html 

 

 

６ 広報紙縁ジンについて ［資料６］ 
（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/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/aiforamu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/aiforamu.html
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７ 都筑スポーツ推進委員通信について ［資料７］ 
（都筑区スポーツ推進委員連絡協議会事務局（地域振興課）） 倉田（くらた）地域振興課長 

 

都筑区スポーツ推進委員連絡協議会の広報誌「都筑スポーツ推進委員通信」を作成しま

した。地域ではもちろん、市内でも広く活躍しているスポーツ推進委員の活動内容や年間

スケジュールのほか、今年度は区内でスポーツが出来る施設の御紹介を載せています。 

区民の皆様に、スポーツ振興にご尽力いただいているスポーツ推進委員の活動を広く知

っていただくため、班回覧へのご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＞地域振興課（電話：９４８－２２３５） 

＜参考 URL＞－ 
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連絡・報告事項 

８ 衆議院小選挙区の区割り改定について ［資料８］ 
（選挙管理委員会事務局選挙課） 廣澤（ひろさわ）選挙管理委員会事務局選挙課長 

 

衆議院小選挙区の区割り改定につきまして、12 月 28 日に公職選挙法の一部を改正する

法律が施行され、都筑区において区割りの改定がありましたので、お知らせいたします。 

今後、市ホームページや「広報よこはま」などを活用し、皆様の混乱を招かないよう、

周知を行います。 
 

【改定内容】 

都筑区：(現)第７・８区 → (新)第 19区 
 

◆資料：席上（連長）配布のみ。 

＜問合せ先＞選挙管理委員会事務局選挙課  （電話：６７１－３３３７） 

都筑区選挙管理委員会（総務課）（電話：９４８－２２１５） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/senkyo/system/senku.html 

 

 

９ 広報よこはま等の配布謝金支払いに係る配布部数（令和４年度

下半期分）の確認について ［資料９］ 
（区政推進課）  黒澤（くろさわ）区政推進課長 

 

令和４年度下半期（令和４年 10月～５年３月）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 ２月上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、２月 23 日（木）までに確認票を同封の返信用封筒でご

返送ください。 

③ 配布謝金は上半期時にご提出していただいている『口座振替依頼書』に記載された口

座に３月末までにお振り込みさせていただきますので、変更がございましたら、『口

座振替依頼書』の再提出をお願いいたします。 
 

◆資料：後日、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：９４８－２２２２） 

＜参考 URL＞－  

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/senkyo/system/senku.html
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10 令和４年度都筑区防災・減災講演会について ［資料 10］ 
（総務課）  佐藤（さとう）総務課長 

 

区民の皆様に、防災・減災の意識を高め、自助・共助の取組を推進していただくため、

「都筑区防災・減災講演会」を実施します。 

今年度は、阪神大震災被災体験とアウトドアの知識を生かし、2003年より全国で講演

活動を展開されている あんどうりす氏より『身近なグッズから防災力アップ＆女性が造

(つく)る地域防災』をテーマに、ご講演いただきます。 

なお、地域防災拠点運営委員長あてに、別途ご案内を送付いたします。 

（地域防災拠点運営委員の方は、下記定員とは別にお席をご用意しております。） 
 

日 時：令和５年３月６日（月）午後２時 30分～午後４時（受付：午後２時から） 

会 場：ハウスクエア横浜（都筑区中川１－４－１） 

テーマ：身近なグッズから防災力アップ＆女性が造(つく)る地域防災 

講 師：あんどうりす 氏 

アウトドア防災ガイド、女性防災ネットワーク東京呼びかけ人 など 

定 員：１００名（事前申込み制） ※応募者多数の場合抽選 

申込方法：横浜市電子申請サービス、Ｅメール、または郵送 

申込期限：令和５年２月 22日（水）必着 
 

◆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＞ 

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

saigai/event/bousaigensaikouenkai.html 

 

 

11 119 情報について ［資料 11］ 
（都筑消防署） 座間（ざま）副署長 

 

都筑区の消防状況について報告します。 

 

 

12 治安情勢等について ［資料 12］ 

（都筑警察署） 佐藤（さとう）交通課長 
 

都筑区の治安情勢等について報告します。 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/bousaigensaikouenkai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/bousaigensaikouenkai.html
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次回区連会日程  

日時 令和５年２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 

 

 

≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和５年１月 20日時点） 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 所管課（提出先） 

１月 31日（火） 
※期限延長 

自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたア
ンケート 

市-２ １月-P.２ 
市民局 
地域活動推進課 

１月 31日（火） 
こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問員選定・推
薦票（10地区連合のみ） 

区-10 11月-P.６ 
こども家庭支援
課 

２月３日（金） 「つづき あい」パネル展活動紹介パネル 区-11 11月-P.６ 福祉保健課 

２月 20日（月） 投票管理者・投票立会人推薦内申書 市-１ １月-P.１ 総務課 

２月 23日（木） 広報よこはま等の配布部数確認票 区-９ １月-P.６ 区政推進課 

２月 24日（金） 横浜市スポーツ推進委員の候補者推薦書 市-５ 11月-P.３ 地域振興課 

２月 24日（金） 横浜市保健活動推進員の推薦名簿 市-６ 11月-P.３ 福祉保健課 

２月 24日（金） 横浜市環境事業推進委員の推薦書 市-７ 11月-P.４ 
資源循環局 
都筑事務所 

２月 24日（金） 横浜市消費生活推進員の候補者推薦書 区-８ 11月-P.４ 地域振興課 

２月 24日（金） 
都筑区明るい選挙推進協議会委員及び推進員の
推薦名簿 

区-９ 11月-P.５ 総務課 

３月６日(月) 投票所民間従事者推薦名簿 市-１ １月-P.１ 総務課 


