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             令和４年 3 月 12 日  

                                                                          18：00～１・3 丁目  

                                     19：00～2・4 丁目  

２０２２年 3月 定例役員会 
                            牛久保西町内会 

都筑区の人口 ： ２１４,８６２人 （2．１時点） 

都 筑 区 世 帯 数 ：    ８ ６ ,３ ３ ７ 世 帯 （ 2． １ 時 点 ） 

町内会会員数：６８２世帯（2．１現在 個人 652)  

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

  

【市連報告事項】 

 

１．令和４年度共同募金運動への協力依頼について（共同募金会都筑区支会） 

本年度も共同募金運動の推進にあたりまして、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、 

格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

令和４年度の共同募金運動への自治会町内会を通じた戸別募金につきまして、引き続き皆 

様の御理解と御協力をお願いします。なお、新型コロナウイルスの感染リスクも考慮し、できる

範囲での御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

また、一世帯あたりの目安額は次のとおりです。正式には３月に開催予定の支会委員会に 

て決定いたしますが、自治会町内会の予算編成の参考としていただければ幸いです。 

【目安額】・赤い羽根募金       １世帯  ＝255 円 

・年末たすけあい募金 １世帯 ＝200 円 

＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058） 

２．令和４年民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について 

                     (健康福祉局地域支援課） 

民生委員・児童委員の欠員補充は、毎年７月と１２月に行っていますが、本年は３年に１ 

度の一斉改選の年にあたり、１２月は一斉改選となります。 

つきましては、自治会町内会長には「地区推薦準備会」を開催していただき民生委員の候 

補者を、連合町内会長には「連合地区推薦準備会」を開催していただき主任児童委員の候 

補者を推薦いただきたく、依頼します。 
 
（区補足） 
 民生委員･児童委員の７月１日付欠員補充について、該当地区におかれましては、地区推薦準備
会を開催し、候補者を推薦していただくようお願いいたします。欠員補充の手続きをお願いする地
区につきましては、個別に御案内させていただきます。 
また 12 月には、任期満了に伴う一斉改選を行います。一斉改選については、５月に再度御依頼

いたします。御協力をお願いいたします。 
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   ＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：948-2341） 

３．「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」に関する 

        パブリックコメントの実施について （財政局財政課） 

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、財政運営の基本方針、それを踏まえた将来 

アクション等を示す「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」を策定し 

ましたので、パブリックコメントを実施します。 

 【実施期間】令和４年３月１日から４月５日まで 

 【提出方法】電子申請システム・電子メール・郵送（専用はがき）・FAX 

 【資料の配架場所】各区役所、市民情報センター、市立図書館等 

   ＜問合せ＞財政局財政課（電話：671-2231） 

４．住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 

              （健康福祉局総務課臨時特別給付金担当） 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世 

帯等に対する臨時特別給付金を支給します。 

対象世帯の方がこの給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。受付期間は、 

令和４年２月 16 日から９月 30 日まで必着。申請書は市のホームページからダウンロー 

ドできるほか、各区役所・社会福祉協議会にて配布します。 

   ＜問合せ＞健康福祉局総務課臨時特別給付金担当（電話：671-4754） 

５．「広報よこはま」「ヨコハマ議会だより」等の配布について（市民局広報課）  

令和４年度「広報よこはま」「県のたより」「ヨコハマ議会だより」の配布について、 

各自治会町内会に依頼します。 

   ＜問合せ＞区政推進課（電話：948-2222） 

 

《 区関係報告・依頼事項 》 

 

６．令和４年度都筑区主要事業等説明会の開催方法の変更について 

                         （区政推進課） 

例年、４月下旬以降に各地区連合自治会町内会の総会等の場をお借りして開催させてい 

ただいておりました「都筑区主要事業等説明会」についてですが、コロナ禍において会 

議の効率化を図られているところだと思いますので、令和４年度からはご要望を頂戴し 

た連合でのみご説明する方法に変更させていただきます。つきましては、各連合におい 

て職員からの説明を希望される場合には、【開催日時・場所・出席予定人数・担当者様 

の氏名及び連絡先】を下記担当までお知らせください。 

   ＜問合せ先＞①説明会開催に関すること 区政推進課広報相談係（電話：948-2221） 

         ②事業の内容に関すること 区政推進課企画調整係（電話：948-2227） 
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７．令和４年度クリーン・３Ｒ夢都筑区推進功労者表彰候補者の推薦について 

                   （地域振興課資源化推進担当） 

都筑区では清潔できれいな街づくりと３Ｒ夢プランの推進に貢献された個人または団体 

に対して、その功績をたたえ、区長表彰を行っています。 

つきましては、各地域で表彰事由に該当し、顕著な活動をされている個人または団体を 

御推薦いただきますよう、お願いいたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課資源化推進担当（電話：948-2241） 

８．フードドライブの常時設置について （地域振興課資源化推進担当） 

都筑区では、都筑区社会福祉協議会、資源循環局都筑事務所と協力し、２月１日よりフ 

ードドライブの常時設置を開始しております。 

この取組を通じて、身近で食品を寄附できる環境づくり、家庭で購入した食品やお中元・ 

お歳暮でいただいた食品などの賞味・消費期限や保管状態を確認する習慣づけ等を進め、 

食品ロスの削減につなげるとともに、御寄付くださった食品を都筑区社会福祉協議会や 

市内フードバンク団体を通して必要としている方達へ提供いたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課資源化推進担当（電話：948-2241） 

９．新型コロナウイルスワクチン３回目接種について 

（健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当） 

このたび、３回目接種の接種券の発送時期等について掲載した「ワクチンＮＥＷＳ第 11 

号」を発行いたしましたので、お知らせいたします。一部の方については、接種券の発 

送を前倒ししましたので、詳細は、ワクチンＮＥＷＳをご覧ください。 

 この「ワクチンＮＥＷＳ」は、情報の更新に合わせて発行し、区役所、地域ケアプラザ 

 等に配架してまいります。 

 また、３回目接種をさらに進めるために、２回目接種完了から６か月が経過した 64 歳以 

 下の一部の方々について、期間限定で「接種券なし接種」を実施します。 

   ＜問合せ＞【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） 

10．119 情報について               （都筑消防署）  

 都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

11．治安情勢等について              （都筑警察署）  

 都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 

 

１．都筑小学校防災拠点訓練 

  ① 日  時：2月６日（日）10：00～  中止 

② スタッフのみ zoom による災害時のペット対策を研修 
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２.令和４年度「新班長」選任依頼について 

  令和４年度班長の選任をお願いします。本日未提出の班は至急提出願います 

新班長の 初の定例会は４月 16 日（土）を予定しています。 

３．令和４年度「体育委員」選任依頼について 

  令和４年度体育委員の選任をお願いします。今年度は偶数班より選出いただくこ 

とになります。            本日未提出の班は至急提出願います 

４．町内会「グランドゴルフ大会」開催について 

  今年度のグランドゴルフ大会は現下のコロナ情勢から判断し中止としました。 

５．卒業式 

  １）3月 11 日（金）中川中・中川西中 

  ２）3月 18 日（金）都筑小・牛久保小・中川西小     ＊来賓なしで実施 

６．入学式 

  １）4月７日（木）中川中・中川西中 

4 月７日（木）都筑小・牛久保小・中川西小・中川小  ＊来賓なしで実施 

７．牛久保西町内会「総会」 

１）日 時：4月 9日（土） 

     ＊書面決議による方法で実施 

８．その他 

新年度定例役員会は 4 月 16 日（土）を予定しています。 

詳細は別途、新班長に連絡します。 
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令和４年３月１２日 

２０２２年 ３月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．防災拠点訓練 

１) 日 時：2月 6日（日） 中止 

２）会 場：都筑小学校 

３）スタッフのみによる訓練： 

３．小・中学校卒業式 

  １）中川・中川西中学校 

日 時：３月１1日（木） 中川・中川西  「来賓なし」 

２）都筑・牛久保・中川西小学校 

日 時：３月１8日（金） 都筑・牛久保・中川西・中川小「来賓なし」 

４．中学校・小学校入学式 

１）日 時：４月７日（水） 

        中川中・中川西 

        都筑小・牛久保・中川西・中川小  「来賓なし」 

５．総会予定 

１）日 程：準備会および理事会 

：3月 26（土）18：00～ 

総   会：4月 10（土）ただし、書面決議による                

４月定例会：4月 16（土） 

６．各部の会計精算 

１）従来通り各理事は 2月末～3月 10 日を目途に会計精算願います。 

  精算済の部より適宜書類監査を行います。 

２）次年度予算要求を 3／20 までに提出願います（財務部） 

７．中川地区連合町内会総会 

  １）日 時：5月 21 日（土）14：00～ 

  ２）会 場：ＪＡ横浜都筑中川支店 

８．社会福祉協議会総会 

  １）日 時：5月 28 日（土 ）13：00～ 

 ２）会 場：ＪＡ横浜都筑中川支店 

 

９．その他 

                       以上 
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令和４年２月１２日 

                                                                          中止 書類配付 

２０２２年２月 定例役員会 
                            牛久保西町内会 

 都筑区の人口 ： ２１４,８９１人 （２．１時点） 

都筑区世帯数：   ８６,３２０世帯（２．１時点） 

町内会会員数：      ６８２世帯（２．１現在 個人 651)  

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

 

【市連報告事項】 

 

１.はまっ子どうし The Water 事業終了について （水道局公民連携推進課）  

 「はまっ子どうし The Water」事業は、平成 15 年度の開始以来、横浜固有の水源地であ 

る道志村と横浜市とのつながりや水源林保全の大切さをＰＲするとともに、水道局の社 

会貢献等に活用されてきました。しかし、事業開始から約 20 年の間に、環境問題、特に 

プラスチック問題への社会的関心がさらに高まったことなどにより、ペットボトルで水 

源林保全の大切さをＰＲすることは時代にそぐわない状況になっています。そこで、「は 

まっ子どうし The Water」事業を終了することとしました。 

 これまでご利用いただきありがとうございました。販売終了まで、引き続きご利用いた 

だきますようお願い申し上げます。 

 販売終了は、令和４年秋ごろ（具体的な終了時期はウェブサイト等でお知らせします。） 

を見込んでいます。 

   ＜問合せ＞水道局公民連携推進課（電話：671-3085） 

２．新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について 

              （健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当） 

 高齢者（65 歳以上）の３回目接種を実施します。 

  ・個別通知の発送 

  ・接種体制 

  ・予約方法及び予約支援 

   ＜問合せ＞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） 

３．内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募集への協力のお願いについて     



 

―7― 
 

                      （港湾局山下ふ頭再開発調整課） 

 令和３年 12 月 23 日から「ベイブリッジ内側の内港地区の将来像の検討及び山下ふ頭の 

 新たな事業計画策定」に向け、市民等の皆様からの意見募集を開始しました。  

横浜市民の皆様に加えて、市外在住者・事業者の皆様、その他の様々な方々を対象に、 

幅広くご意見を募集します。  

いただいたご意見等は、港湾計画の改訂や山下ふ頭再開発の事業計画の検討に活用して 

いきます。 

   ＜問合せ＞港湾局山下ふ頭再開発調整課（電話：671-7314） 

４．地方自治法改正に伴う自治会町内会認可制度の変更について ［（市民局地域活動推進課） 

地方自治法の改正（令和３年 11 月 26 日施行）により、不動産の保有又は保有の予定に 

関わらず、自治会町内会は地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得するこ 

とが可能になりました。 

   ＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

５ 都筑区災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」に関するアンケート調査の実施に

ついて（依頼）   （福祉保健課） 

 災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」の地域の取組を把握し、一層の充実を図る 

 ため、連合町内会自治会及び自治会町内会を対象にアンケート調査を実施します。地域 

 の実情を改めてお聞かせいただき、「つづき そなえ」推進に御協力をお願いします。 

 １）提出先 

   福祉保健課事業企画担当 

 ２）提出方法 

   郵送（資料に返信用封筒を添付） 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2344） 

６．令和３年度「つづき あいフォーラム」の中止について  （福祉保健課） 

新型コロナウイルス感染症によるまん延防止重点措置の発令を受け、令和４年２月 19 日 

（土）に開催を予定していた「つづき あいフォーラム」について、当日の開催を中止さ 

せていただきます。 

１．「つづき あいフォーラム」の今後の対応について  

 第１部「都筑区社会福祉大会」について 

 感染状況を踏まえ、開催手法を検討します。 

 第２部「第４期都筑区地域福祉保健計画発表」について 

 パネルディスカッション「（テーマ）ここから つながる地域のささえあい」の部 

 分のみ、後日オンライン配信をします。 
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 ２．「つづき あいフォーラム」ポスターの取り外しについて（依頼） 

   大変お手数をおかけしますが、掲示板等からポスターを取り外していただくよう 

  お願いいたします。 

 ３．その他 

 「つづき あいパネル展」については、予定通り開催いたします。 

令和３年 12 月 21 日（火）区連会にてご依頼しましたように、令和４年２月４日（金） 

までに福祉保健課事業企画担当までご提出をお願いいたします。 

つづき あいパネル展：令和４年２月 17（木）日～22 日（火）区民ホール 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2344） 

７．横浜市交通局 市営貸切バスの御案内について （交通局自動車本部営業課） 

 施設見学や防災研修、地域の旅行やイベント時の移動など、様々な用途でご利用いただ 

 ける横浜市営貸切バスの御案内です。 

ぜひ、安全・確実・快適な市営貸切バスを、今後の移動手段としてご検討いただければ 

幸いです。 

   ＜問合せ＞交通局自動車本部営業課 貸切担当（電話：045-671-3191） 

８．広報よこはま等の配布部数（令和３年度下半期分）の確認について（依頼）  

                              （区政推進課） 

令和３年度下半期（令和３年 10 月～４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 配布部数を御確認いただき、２月 24 日（木）までに確認票を同封の返信用封筒で 

  御返送ください。 

③ 配布謝金は上半期時に御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。 

   ＜問合せ＞区政推進課（電話：948-2222） 

９．令和３年度都筑区防災・減災講演会     （総務課） 

 区民の皆様に、防災・減災の意識を高め、自助・共助の取り組み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、今後来る災害に向け、東日本大震災や熊本地震において支援に携わり、多方 

面で活躍されている、かもんまゆ氏より『「あの日」の教えを明日のいのちを守る学び 
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に』をテーマに、過去の震災から学び、他人事ではなく自分事として日々備えていくこ 

との大切さについて講演いただきます。 

 （１）日時：令和４年３月４日（金） 

 午後２時 30 分～午後４時 00 分（受付：午後２時 00 分から） 

 （２）会場：ハウスクエア横浜（横浜市都筑区中川１－４－１） 

 （３）テーマ：「あの日」の教えを明日のいのちを守る学びに 

 （４）講師：かもんまゆ 氏 

    一般社団法人スマートサプライビジョン特別講師 防災ママカフェ®主宰・防災士 

 （５）定員：100 名（事前申込み制） 

   ※応募者多数の場合抽選 

   ※Ｚｏｏｍウェビナーによる同時配信 

   詳しくは参考 URL 及び広報よこはま２月号をご覧ください。 

    申込方法：横浜市電子申請サービス、Ｅメール、ＦＡＸまたは郵送 

    申込期限：令和４年２月 21 日（月）まで 

   ＜問合せ＞総務課（電話：948-2212） 

10．令和３年度都筑区人権啓発講演会の開催方法の変更について    （総務課）  

12 月の区連会にてポスターの掲示を御依頼しておりますが、新型コロナウイルス感染症 

によるまん延防止等重点措置の発令を受け、令和４年２月 10 日に開催を予定していた 

「令和３年度都筑区人権啓発講演会」は会場参加での講演会は中止とし、オンライン視 

聴のみでの開催に変更いたします。 

また、区 HP にて周知をするほか、お申し込みいただいた方には事務局より個別に御連絡 

いたします。 

   ＜問合せ先＞総務課（電話：948-2212） 

11．119 情報について               （都筑消防署）  

 都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

12．治安情勢等について              （都筑警察署）  

 都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 

１． どんど焼き  

① 日    時：1月９日（日）13：00～ 

② 会  場：牛久保西公園グランド 
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③ その他 ：今年も１基とし 400～500 人の参加者を得て実施しました。 

２．都筑小学校防災拠点訓練 

① 日  時：2月６日（日）10：00～・・・中止 

スタッフのみによる都筑区役所保健福祉センター 加藤係長による「ペット同伴避難」 

の研修を ZOOM を用いて受講することにしました。 

３．令和４年度「新班長」選任依頼について 

  令和４年度班長の選任をお願いします。 

別紙「令和４年度・新班長・報告書」に記載の上、報告願います。 

提出日：令４年 3 月 12 日（土）まで 

現班長は４月に予定しております総会まで任期となっておりますのでよろ 

しくお願いします。 

４．令和４年度「体育委員」選任依頼について 

令和４年度体育委員の選任をお願いします。４年度は偶数班より選出いただくことに 

なります。 

別紙「令和４年度体育部役員選出のお願い」に記載の上、報告願います。 

提出日：令和４年 3月 12 日（土）まで  

５．町内会「グランドゴルフ大会」開催について 

  今年度のグランドゴルフ大会を次のとおり開催しますので奮ってご参加下さい。 

① 日  時：令和４年 3月 13（日） 9：00～ 

② 会  場：都筑小学校グランド 

＊案内・申込書は 2 月初めに回覧しました。回覧後の申込書は 2 月末までにﾌﾞﾛｯｸ長へ 

 提出願います。 

６．町内会「応急措置訓練」延期について 

3 月実施予定の応急処置訓練（三角巾の使用法・搬送訓練等）は開催日を延期し実施します。

詳しくは改めて連絡します。 

７．その他 

 

  次回定例役員会は、３月１２日（土）を予定してい 
 ますが、詳しくはコロナの状況を見たうえで班長あ 
 てに連絡します。 
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令和４年 ２月１２日 

書面配布 

２０２２年 ２月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．防災拠点訓練 

１) 日 時：２月６日（日）９：30～ zoom によるペット避難研修に変更 

３．各種団体委員の改選・届出 

  １）こんにちわ赤ちゃん 

茂木 光枝さん 継続ＯＫ 

２）青少年指導員 

    羽鳥 信一さん 継続ＯＫ 

    加藤  泉さん 継続ＯＫ 

４．まちとともに歩む学校づくり懇話会・・・牛久保小学校 

１) 日 時：２月２５日（金）９：30～ 

  ２）会 場：牛久保小学校 

  ３）出 席：長部 

５．小・中学校卒業式 

  １）中川・中川西中学校 

日 時：３月１０日（木） 中川・中川西  

２）都筑・牛久保・中川西小学校 

日 時：３月１８日（金） 都筑・牛久保・中川西・中川小 

６．中学校・小学校入学式 

１）日 時：４月７日（木） 

        中川中・中川西 

        都筑小・牛久保・中川西・中川小  

７．各部の会計精算 

１）従来通り各理事は 2月末～3月 10 日を目途に会計精算願います。 

  精算済の部より適宜書類監査を行います。 

２）次年度予算要求を 3／20 までに提出願います（財務部） 

８．総会予定 

１）日 程：準備会および理事会 

：3月 26（土）16：00～ 

                  18：00～反省会及び懇親会 

総   会：4月 9（土）14：00～終了後反省会 

      ＊状況により書面審査とする。                 

４月定例会：4月 16（土）19：30～ 

９．どんど焼き 

大変ご苦労様でした。別途報告書を配布します。 
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10.その他 

                       以上 
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令和４年１月８日 

                                                                          18：00～１・3 丁目 

                                     19：00～2・4 丁目 

２０２２年１月 定例役員会 
牛久保西町内会 

都筑区の人口 ： ２１４,８８０人 （12．１時点） 

都筑区世帯数：   ８６,２８６世帯（12．１時点） 

町内会会員数：      ６８２世帯（12．１現在 個人 652) 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

明けましておめでとうございます。 

【市連報告事項】 

 

１.令和３年度 都筑区自治会町内会向け防災・減災研修会について（依頼）（総務課） 

 「災害に強い人づくり・地域づくり」に向け、自助・共助の取組の推進の一環として、 

「エマージェンシーハウス」及び「震災対策技術展」を活用した研修会を開催します。 

つきましては、貴自治会町内会における参加者について御検討いただき、別添参加申込 

票の御提出をお願いします。 

＜問合せ＞総務課（電話：948－2212） 

２．広報よこはま都筑区版 2022 年５月号「イベントカレンダー」の掲載情報 

  の調査について（依頼）       （区政推進課）  

 広報よこはま都筑区版 2022 年５月号のイベントカレンダーにおいて、2022 年５月 11 日～ 

 2023 年５月 10 日の間に区内で行われるイベントを紹介する予定です。 

 つきましては、イベント情報を把握するため、調査票に御記入の上、同封の返信用封筒 

 で御返送いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、開催中止となる場合も想定されま 

 すが、現時点で予定しているものを御記入ください。 

 調査後はイベント情報の確認等のため、担当からお電話させていただく場合があるほか、 

 ３月下旬頃に掲載原稿を FAX またはＥメールでお送りし、御確認をお願いする予定です。 

   ＜問合せ＞区政推進課（電話：948-2223） 

３．令和３年度「つづき あいフォーラム」について（依頼）  （福祉保健課） 

 都筑区では、毎年「つづき あいフォーラム」を開催し、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するとともに、平成 17 年度に策定した「つづき 

  あい」（都筑区地域福祉保健計画）に関わる地域の取組を紹介しています。また、この 
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 フォーラムの開催に合わせ、地域活動を紹介する「つづき あい」パネル展を開催します。 

 つきましては、お忙しいところ恐縮でございますが、以下について御協力いただきます 

 ようお願いします。なお、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては、開 

 催について再度検討することがあります。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2344） 

４．緑税務署から確定申告のお知らせ      （緑税務署） 

 所得税等の確定申告の情報について、区民の皆様に広くお知らせするため、班回覧の御 

 協力をお願いします。 

   ＜問合せ＞緑税務署 個人課税第１部門（電話：972－7771（代）） 

５．令和３年度都筑区人権啓発講演会について     （総務課） 

 都筑区役所では、区民の皆様に広く人権について考えていただく機会を提供するため、 

 人権啓発講演会を開催しております。このたび、今年度の開催内容が決まりましたので、 

 ご連絡いたします。つきましては、区民の皆様に当講演会のご案内をいただきたく、ポ 

 スターの掲示をお願い申し上げます。 

 １）日時：令和４年２月 10 日（木）14:00～15:30 

 ２）会場：都筑公会堂 

 ３）定員：会場参加 300 名（先着順・事前申込） 

     オンライン視聴 定員なし（通信料自己負担）＊いずれも入場無料 

 ４）講師及びテーマ 

  (1)講師：東 小雪さん（公認心理師/LGBT アクティビスト/元タカラジェンヌ） 

  (2)テーマ：ＬＧＢＴを理解する～日本社会の中でマイノリティであること～ 

    詳細は、ポスター、広報よこはま１月号、区役所のホームページ等で確認下さい。   ＜

問合せ＞総務課（電話：948-2212） 

６．都筑スポーツ推進委員通信について      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、今年度はラジオ体操のポイントや、区内緑道の見どころ、都筑 

 ふれあい健康マラソン大会について紹介しています。 

 区民の皆様に、スポーツ振興に御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、班回覧への御協力をお願いいたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2235） 

７．第 28 回都筑ふれあい健康マラソン大会の開催について 地域振興課長 

 例年開催させていただいております、都筑ふれあい健康マラソン大会は新型コロナウイ 

 ルス感染症拡大防止の観点から、スマートフォン等のランニングアプリを活用したオン 
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 ラインによる実施をいたします。つきましては、下記のとおり募集を行いますので、周 

 知の御協力をお願いいたします。 

  開催日：令和４年２月１日（火）～３月６日（日） 

  会 場：都筑区内及び全国各地 

種 目  ：ファミリー（1.5km）/中学生（３km）/一般の部（５ｋｍ・10ｋｍ）/ウォ 

     ーキングの部（２km）  

  申込期間：12 月 22 日（水）～１月 31 日（月） 

  申込方法：エントリーサイト「スポーツエントリー」よりお申込み 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2235） 

８．令和３年度高齢者インフルエンザ予防接種事業の実施期間の延長について  

                         （福祉保健課） 

 高齢者インフルエンザ予防接種事業について、令和３年９月にポスター掲示依頼をさせ 

 いただきましたが、このたびワクチンの供給が遅れている影響により、公費で接種でき 

 る期間を令和４年１月末まで延長することになりました。事業周知のため、「令和３年 

 度高齢者インフルエンザ予防接種のご案内（改訂版）」について、改めてポスター掲示 

 により周知の御協力をお願いします。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2350） 

９．「横浜市都田地区センター及び横浜市都田地域ケアプラザ」の整備状況 

  等について            (福祉保健課･地域振興課）          

 令和４年４月に予定していた施設の開所時期について、６月開所に見直すこととなった 

 ため開所までのスケジュール等について説明します。 

   ＜問合せ＞福祉保健課・地域振興課（電話：948-2345・2238） 

10．119 情報について               （都筑消防署）  

 都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

11．治安情勢等について              （都筑警察署）  

 都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

【町内会報告・依頼事項】 

１．中川連合町内会冬季反省会・・・中止 

２．年末消防特別警戒巡視・激励会・・・中止 

３．どんど焼きについて 

今年度は規模を縮小し正月飾り等の焼却のみとし以下の日程にて実施します。 

また、餅の販売・甘酒等は中止とします。 

① 日 時：1月９日（日）13：00～ 
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② 会 場：牛久保西公園グランド 

③ 担 当：２丁目 

４．都筑小学校防災拠点訓練 

① 日  時：2月６日（日）     ② 会 場：都筑小学校 

    今年度はコロナの関係で、スタッフのみによる訓練といたします。 

５．青少年指導員推薦のお願い 

  今年度末（3/31）で青少年指導員が任期満了となります。 

町内会を運営するためには、役員および各種団体役員等を順番にみんなで交代しなが 

ら協力していかなければなりません。 

  つきましては、来年度の青少年指導員に自薦・他薦にて推薦いただきますよう 

よろしくお願いします。 ぜひともあなたのお力をお貸しください。 

６．初期消火器具について 

町内会に 8か所設置してある初期消火箱に納めている消火器具は耐用年数も経過し 

緊急時の作業等を考慮し関係機関とも相談した結果、消火器具を撤去することにしま 

した。今後の消火器具としては粉末消火器・強化液消火器を使用することで考えてお 

ります。 

なお、昨年設置した 1丁目牛久保神社敷地内の消火器具は引き続き使用いたします。 

年末年始は乾燥している時期でもあり火の取扱いには十分に注意願います。 

７．班長交代 

  令和４年度班長の選任をお願いします。書面は２月定例会においてお渡しいたし 

  ます。また、令和４年度体育委員の選任もお願いします。来年度は偶数班より選 

出いただくことになります。 

なお、現班長は４月に予定しております総会まで任期となっておりますので 

よろしくお願いします。 

８．その他 

 

次回定例役員会は、２月１２日（土） 
  １）１．３丁目・・・18：00～18：30 
    ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 

よろしくお願いします。 
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令和４年 １月 ８日 

２０２２年 １月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．年末消防特別警戒巡視・・・中止 

  １）日 時：12 月 28 日（火）19：00～ 

３．消防出初式・・・ 

  １）日 時：1月６日（木） 

２）場 所：都筑区役所 

３）出 席：会長 

４．どんど焼きについて 

１）日 時：１月９日（日） １３：００～ 

         準備    ９：００～ 防災倉庫集合    

  ２）場 所：牛久保西公園グランド 

３）その他：焼却のみ、餅の販売・ミカン等は中止 

   

５．防災拠点訓練 

  １) 日 時：２月６日（日）９：00～ 

  ２）会 場：都筑小学校 

  ３）スタッフのみにより訓練  

６．各種団体委員の改選・届出 

  １）こんにちわ赤ちゃん 

茂木 光枝さん 継続ＯＫ 

３）青少年指導員 

    羽鳥 信一さん 継続ＯＫ 

    加藤  泉さん 

７．その他 

 

以上 
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令和３年１２月１１日 

                                                                          18：00～１・3 丁目 

                                     19：00～2・4 丁目 

２０２１年１２月 定例役員会 
                            牛久保西町内会 

都 筑 区 の 人 口  ： ２ １ ４ ,９ １ ９ 人 （ 1 1． １ 時 点 ） 

都 筑 区 世 帯 数 ：    ８ ５ ,０ ４ ７ 世 帯 （ 11． １ 時 点 ） 

町内会会員数：      ６８２世帯（11．１現在 個人 652) 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

 

１．令和３年度自治会町内会長永年在職者表彰について 

                （市民局地域活動推進課） 

永きにわたり自治会町内会長としてご尽力されている方々を、自治会町内会長永年在職 

者として、市長からの表彰状を贈呈いたします。 

＜在職 10 年・15 年、地区連 10 年表彰の皆様＞ 

各区の自治会町内会感謝会にて、区長より表彰状をお渡しします。 

＜在職 20 年以上、地区連 20 年・30 年表彰の皆様＞ 

市庁舎レセプションルームにて、市長より表彰状をお渡しします。 

開催日：令和４年２月 24 日（木） 

会 場：市庁舎 31 階 レセプションルーム 

なお、記念品については、各区の感謝会にてお渡しします。 

   ＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2231） 

【区関係報告・依頼事項】 

２．委嘱委員等の推薦について       （地域振興課）  

 今年度末で委嘱期間が満了する下記の委員につき、貴連合町内会・自治会町内会からの 

 御推薦の御協力をお願いします。 

 【全地区共通】 第 28 期青少年指導員 

 【一部地区のみ】こんにちは赤ちゃん訪問事業 訪問員 

   ＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2231） 

３．第 28 期青少年指導員候補者の推薦について（都筑区地域振興課） 

第 27 期青少年指導員の任期が、令和４年３月 31 日をもって満了となります。 
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つきましては、次期委員（第 28 期）の推薦をお願いします。 

 １）任期   ２年（令和４年４月１日～令和６年３月 31 日） 

 ２）推薦期限 令和４年２月４日（金） 

 ３）提出書類 第 28 期（令和４･５年度）青少年指導員候補者推薦書（様式１） 

   ※推薦書の地域振興課への提出にあたり、連合町内会自治会長が取りまとめる必要 

    はありません。単位自治会町内会から御提出をお願いいたします。 

 ４）提出方法 

   推薦書を各単位町内会長から都筑区地域振興課区民活動係あてに御提出ください。 

   ＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2236） 

４．令和４年度こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問員推薦依頼について 

                 （こども家庭支援課） 

令和４年度こんにちは赤ちゃん訪問事業で、退任等で訪問員数の不足が生じる地区にお 

いては新たな訪問員の御推薦をお願いいたします。 

（１）御推薦の必要な 10 地区 :（東山田、山田、中川、勝田茅ケ崎、都田、池辺、 

川和、渋沢、ふれあいの丘、柚木荏田南） 

（２）推薦人数：各連合町内会自治会から１～６名 

（３）任期：１年(令和４年４月～翌年３月） 

（４）提出先：都筑区福祉保健センターこども家庭支援課 

（５）推薦期限：令和４年２月４日（金） 

   ＜問合せ先＞こども家庭支援課（電話：948－2325） 

５．都筑区災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」に関する 

アンケート調査の実施について（依頼）   （福祉保健課） 

 災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」の一層の充実を図るため、自治会町内会を 

 対象にアンケート調査を実施します。地域の実情を改めてお聞かせいただき、「つづき 

 そなえ」推進に御協力をお願いします。 

 １）提出先 

   福祉保健課事業企画担当 

 ２）提出方法 

   郵送（資料に返信用封筒を添付） 

   ＜問合せ先＞福祉保健課（電話：948‐2344） 

６．めざそう！健康長寿オーラルフレイル予防講演会の開催について 

             （高齢・障害支援課、福祉保健課） 

オーラルフレイルは、将来の要介護リスクを高めるお口のささいな衰えが積み重なった 

状態です。都筑区では、今回その予防についての講演会を開催します。区民の皆様への 
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班回覧による周知に御協力をお願い申し上げます。 

 【日時】 令和４年１月 29 日(土)14：30～16：00 

 【会場】 区役所 20 名程度、区内地域ケアプラザ（Zoom 配信）各 15 名程度 

 ※Zoom を使用して自宅から参加 70 名程度  

 【申込】 令和３年 12 月 13 日（月）～令和４年１月７日（金） 電話または電子申請 

      ※「Zoom ウェビナーお試し講座」 

 自宅から聴講する方法を知りたい方向けに講座を開催します。 

 【日時】〈講座〉令和４年１月 13 日（木） 

①午後１時～午後２時 ②午後３時～午後４時 各定員 10 名 

  〈個別相談会〉令和４年１月 14 日（金） 

午後１時～午後４時 おひとり 30 分 定員 30 名 

 【会場】都筑区民活動センター 

 【申込】令和３年 12 月 13 日（月）～令和４年１月７日（金） 電話 

   ＜問合せ先＞高齢・障害支援課（電話：948-2306） 

７．都筑保護司会広報紙「更生保護つづき」について（都筑保護司会） 

 都筑保護司会では、区内における更生保護活動の啓発と更生保護事業の推進を兼ねて、 

 保護司会広報紙「更生保護つづき」を発行しております。 

 このたび第１６号を発行いたしましたので、回覧について御協力をお願いします。 

   ＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058） 

８．都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第２号の発行について       

                    （地域振興課）  

 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２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御紹介しています。  

   ＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2474） 

９．「ドイツクリスマスマーケットin都筑2021」のオンライン開催について      

       （都筑・ドイツ交流イベント実行委員会（地域振興課））  

昨年に続き、ドイツクリスマスマーケット in 都筑をオンラインで開催いたします。ド 

イツやクリスマスにちなんだステージやワークショップ、グルメのテイクアウトの紹 

介や動画など、期間中お楽しみいただけます。つきましては、ポスター掲示をお願いし 

ます。 
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 【開催期間】 11 月 25 日（木）～12 月 27 日（月） 

  場所：ドイツクリスマスマーケット in 都筑 専用ホームページ 

  URL：https://xmas-tsuzuki.com/ 

 【掲載方法】  チラシ表面の掲示をお願いします。 

   ＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2238） 

10．横浜ビー・コルセアーズ「都筑区応援 day」について 

                     （地域振興課） 

都筑区をホームタウンとする横浜ビー・コルセアーズの「都筑区応援 day」を 12 月 26  

日（日）の琉球ゴールデンキングス戦にて開催します。つきましては、ポスターを掲示 

していただき、応援 day の周知について、御協力のほどよろしくお願いします。 

   ＜問合せ先＞都筑区地域振興課（電話：948-2235） 

11．第 49 回衆議院議員総選挙の結果について 

            （都筑区選挙管理委員会（総務課）） 

令和３年 10 月 31 日執行の第 49 回衆議院議員総選挙では、短い期間での投票管理者・ 

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。 

   ＜問合せ先＞総務課（電話：948-2215・2216） 

12．新年を祝う集い・都筑区消防出初式のご案内について（総務課）    

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和４年都筑区賀詞交換会を中止といたし 

ます。令和４年については都筑公会堂で「新年を祝う集い」を「都筑区消防出初式」と 

二部構成で開催とさせていただきます。 

なお、御案内状については「新年を祝う集い」と「都筑区消防出初式」を併せて各町内 

会自治会長宛にお送りさせていただきます。 

   ＜問合せ先＞総務課（電話：948-2211） 

13．令和３年度飲酒運転根絶強化月間、令和３年度年末の交通事故 

防止運動について（依頼）（地域振興課）               

１）令和３年度飲酒運転根絶強化月間について 

 悲惨な交通事故を引き起こす飲酒運転を根絶するため、「飲酒運転根絶強化月間運 

 動を実施します。 

①実施期間：12 月 1 日(水)～12 月 31 日(金) 

 ②スローガン：「乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者」 

③重点項目 ：「飲酒運転根絶運動の周知徹底と広報啓発」 

          「飲酒運転を助長する環境の根絶」 

 「ハンドルキーパー運動の推奨」   
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２)令和３年度年末の交通事故防止運動について 

年末は交通量や飲酒機会が増えることにより、交通事故の多発が懸念されることから、 

年末の交通事故防止運動を実施します。 

①実施期間：12 月 11 日(土)～12 月 20 日(月) 

 ②スローガン：「無事故で年末 笑顔で新年」 

 ③重点項目 ：「飲酒運転の根絶」 

          「歩行者（特に高齢者）と自転車の交通事故防止」 

  「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」 

          「二輪車の交通事故防止」 

自治会・町内会におかれましても、配付します「飲酒運転根絶強化月間 横浜市実施要 

綱」「年末の交通事故防止運動 横浜市実施要綱」を御覧のうえ、周知徹底に御協力を 

お願いします。 

  ＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2232） 

14．119 情報について （都筑消防署） 

都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

15．治安情勢等について（都筑警察署） 

都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

【町内会報告・依頼事項】 

１．消火器購入・薬剤詰替・廃棄処分について 

  消火器購入・薬剤詰替・廃棄処分について、希望者には配付連絡済。 

２．年末消防特別警戒巡視  中止 

  ① 日 時：12 月 28 日（火）19：00～ 

  ② 会 場：消防器具置場（牛久保小前） 

３．どんど焼きについて 

今年度は規模を縮小し正月飾り等の焼却のみとし以下の日程にて実施します。 

また、餅の販売・甘酒等は中止とします。 

④ 日 時：1月９日（日）13：00～ 

⑤ 会 場：牛久保西公園グランド 

⑥ 担 当：２丁目 

４．年末年始のゴミの収集日程 

  1）年末年始の収集日程 

    12/30（木）～１/3（月）は休業 
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  2）燃やすゴミ 

    年末は 12/28（火）まで、年始は 1/4（火）から通常どおり 

５．１月定例会について 

  ① 日 時：令和 4年 1月 8日（土）18：00～１丁目・３丁目 

                   19：00～ 2 丁目・4丁目 

６．その他 

 

 

良いお年をお迎え下さい。 
次回定例役員会は、1 月８日（土） 
  １）１．３丁目・・・18：00～18：30 
    ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 

よろしくお願いします。 
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令和３年 12 月 11 日 

３年１２月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．衆議院議員選挙（10/31) 

１）牛久保小学校・・・１・３丁目で対応 

３．牛久保小学校 20 周年実行委員会 

１）日 時：10 月 27 日（水）会長出席 

４．年末消防特別警戒巡視  中止 

  １）日 時：12 月 28 日（火）19：00～ 

  ２）会 場：消防器具置き場 

  ３）出席者：会長、副会長 

５．出初式と新年を祝う会(都筑区役所,会長出席)  

  １) 日 時：１月６日（木） 

６．1月定例会について 

  １) 日 時：１月 8日（土） １８：００～、１９：００～ 

  ２）定例会終了後新年の品を配付します。 

７．どんど焼きについて 

  １）日 時：１月９日（日） １３：００～ 

  ２）場 所：牛久保西公園グランド 

  ３）担 当：２丁目 

  ４）その他：焼却のみ、餅の販売・ミカン等は中止 

        竹取り：12 月 12 日（日）８：００～ （町内会館） 

８．都筑小学校防災拠点訓練 

  １）日 時：2月６日（日）９：００～ 

  ２）場 所：都筑小学校 

  ３）詳 細：未定 

９．つづきそなえ 

  令和２年度補助金 10,700 円受領 

  防災部で検討  

10．その他 
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令和３年１1 月１3 日 

                                                                          18：00～１・3 丁目 

                                     19：00～2・4 丁目 

２０２１年１１月 定例役員会 
                            牛久保西町内会 

       都筑区の人口 ： ２１４,８５８人 （10．１時点） 

           都筑区世帯数：   ８５,９７５世帯（10．１時点） 

     町内会会員数：６８２世帯（10．１現在 個人 652) 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com  

 

【市連報告事項】 

 

1.年末年始のごみと資源物の収集日程 （資源循環局業務課） 

年末年始のごみと資源物の収集は、12 月 31 日（金）から１月３日（月）まで、お休み 

させていただきます。また、今年度は、燃やすごみの収集が「月・金曜日」の地域につ 

いて臨時収集日を設けます。 

今年度も昨年度同様チラシの班回覧については中止し、各自治会・町内会掲示板へのチ 

ラシ掲載依頼とします。また、11 月下旬に、各自治会・町内会へチラシを配送させてい 

ただきますので、御協力よろしくお願いいたします。 

そのほか、各集積場所への収集日程表の貼付や、広報よこはま 12 月号（市版）への掲載 

により、市民の皆様にお知らせしてまいります。 

＜問合せ＞資源循環局業務課（電話：045-671-3815） 

２. 横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2020年度実績概要版リーフレット

作成のご報告について（環境創造局みどりアップ推進課）    

「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財源の 

一部にして「横浜みどりアップ計画」を推進しています。2020 年度を振り返り、取組の 

成果を事業報告書にまとめましたので御報告いたします。概要版のリーフレットと、横 

浜みどり税のチラシについては、市連会及び区連会での説明後に、単位自治会町内会長 

あてに送付させていただきます。 

 なお、リーフレットについては、例年、各自治会・町内会へ班回覧を依頼しておりまし 

たが、今年度は、新型コロナウィルスの影響により回覧を見合わせています。 

＜問合せ＞環境創造局みどりアップ推進課（電話：045-671-2712） 

３ 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について 
 （健康福祉局健康安全課）  

・現在、全 18 会場ある集団接種会場のうち、13 会場は２回目接種の終了日にあわせ、順 

次、会場を閉じていきます。 

・11 月から２回接種ができる集団接種会場は５か所となります。 
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・今後、集団接種会場の接種予約は、限られた会場での受付となりますので、接種をご希 

望する方は、是非この機会にご予約ください。 

・10 月 11 日(月)に記者発表した内容を情報提供させていただきます。 

＜問合せ＞【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） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

４.令和３年度「地域のつどい」の開催について （区政推進課） 

 都筑区では、市民の意見、要望、提案、苦情等の情報を受け止め、本市の施策・事業に 

生かすことにより、市民満足度の向上及び共感と信頼の区政の推進に役立てることを目 

的として様々な手段で広聴事業を実施しています。 

 広聴事業の一環として「地域のつどい」を希望する地域を対象に開催いたします。 

＜問合せ＞区政推進課（電話：045-948-2221） 

５.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 （地域振興課）  

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いたします。参加者を御選出いただきますようお 

願いいたします。 

 申し込み方法 FAX または Eメール 

 申し込み期限 令和３年 12 月３日（金） 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2234） 

６.年末年始のごみと資源物の収集日程 （資源循環局業務課） 

年末年始のごみと資源物の収集は、12 月 31 日（金）から１月３日（月）まで、お休み 

させていただきます。また、今年度は、燃やすごみの収集が「月・金曜日」の地域につ 

いて臨時収集日を設けます。 

日程をお知らせするためのチラシについては、市からのポスター掲示依頼に加えて、区 

では例年どおり、班回覧を依頼します。11 月下旬に、各自治会・町内会へ配送させてい 

ただきますので、周知の御協力を御願いいたします。 

＜問合せ＞資源循環局都筑事務所（電話：045-941-7914） 

 

7.都筑区自治会町内会加入促進に関するお知らせについて 

（地域振興課） 

自治会町内会への加入促進について、班長・組長の皆様へ加入促進支援ツール等を紹介 

したお知らせを配付させていただきます。「案内方法が分からない」「初めて班長や組 

長をやっています」という方へのサポートもございますので、御活用ください。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2231） 
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８.区民活動センター広報紙縁ジン 28 号の班回覧依頼（地域振興課） 

区民活動センター広報紙縁ジン 28 号が 10 月に発行されたので班回覧をお願いします。 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2238） 

９.第 10 回都筑区自治会町内会川柳コンクール作品募集について 

（地域振興課）  

 自治会町内会の存在や活動を身近に感じる機会として、どなたでも参加ができる「都筑 

区自治会町内会 川柳コンクール」を実施します。 

 自治会町内会活動での出来事や、近隣住民との交流などを表現した川柳作品を募集しま 

す。 

【募集期間】令和３年 11 月１日（月）～令和４年１月 11 日（火） 

【応募資格】都筑区内に在住、在勤、在学または都筑区内で活動している人 

【応募方法】はがき・申込フォーム・ＦＡＸ・Eメールで、川柳作品・氏名・住所・連絡 

先(電話番号)、を明記して、応募先へ送付。※おひとり 10 作品まで 

【応募先・問合せ先】 

都筑区茅ケ崎中央３２－１ 都筑区役所地域振興課 

電話：９４８－２２３１  

Fax：９４８－２２３９ 

申込フォーム：右二次元コード  

Ｅメール：tz-chishin@city.yokohama.jp 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

10.令和３年度つづきウォーク＆フェスタについて（地域振興課）  

令和３年度つづきウォーク＆フェスタについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止 

のため中止となりました。 

代わりに、区役所１階区民ホールにてパネル展等を実施します。ポスター掲示による周 

知の御協力をお願いいたします。 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2236） 

11.全市統一行動キャンペーン活動啓発チラシ（青少年）について（地域振興課 

市民の青少年健全育成に対する意識を高めるため、「子供・若者育成支援強調月間」で 

ある 11 月に、毎年全青少年指導員が各地域でキャンペーンを行っています。今年度につ 

いては新型コロナウイルス感染症拡大防止のため啓発チラシの配布は行わず、ポスター 

の掲示のみ依頼します。 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2236） 

12.都筑区民生委員児童委員協議会 広報紙「都筑の和」第 25 号 

                について （福祉保健課）  

民生委員・児童委員の活動を紹介する広報紙「都筑の和」第 25 号が完成いたしました。 

広く区民の方に知っていただくため、班回覧への御協力をお願いいたします。 

＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2341） 
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13.令和３年度在宅要介護者訪問歯科健診事業について 

（高齢・障害支援課 ・ 都筑区歯科医師会） 

 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、歯科衛生士による歯みがきアドバイス等を行います。令和３年 

度の実施につき、回覧板による周知に御協力をお願いいたします。 

【対象者】 

・市内在住で歯科健診に行くことができない 75 歳以上且つ、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 490 名限定 

＜問合せ＞（一社）横浜市歯科医師会 歯科医療連携室（電話：0120-814-594） 

14.「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた都筑区アクションプラ

ン」（素案）に対する区民意見募集について（高齢・障害支援課） 

 「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた都筑区行動指針」を「都筑区アクション 

プラン」へと改定するにあたり、区民の方から広くご意見を伺うため、素案をもとに区 

民意見募集を実施します。 

１)実施期間 

  令和３年 11 月１日（月）～11 月 30 日（火） 

２)意見の提出方法 

1:https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1634545469667

（外部サイト）、 

2:電子メール tz-koreisyogai@city.yokohama.jp 

3：ＦＡＸ 045-948-2490 

※電子メール、ＦＡＸでご提出いただく際は、次のことをご記入ください。 

・件名（都筑区アクションプラン素案への意見） 

・ご意見の対象（①健康づくり・介護予防、②生活支援、③医療・介護連携、④認知症支援、⑤権

利擁護、⑥その他） 

３)素案の配布場所 

   ・都筑区役所高齢・障害支援課（区役所２階 21 番窓口） 

  ・都筑区社会福祉協議会、都筑区内地域ケアプラザ 

  ・都筑区ホームページ（地域包括ケア関連ページへの掲載を予定） 

＜問合せ＞高齢・障害支援課（電話：045-948-2306） 

15.令和３年度都筑区自治会町内会長感謝会における永年在職者 

表彰について（地域振興課）  

 区長主催による令和３年度都筑区自治会町内会長感謝会を開催します。長期在職者の方 

を対象に表彰をさせていただきますので、対象者について御確認ください。なお、感謝 

会の詳細は、決定次第御報告させていただきます。 

１ 区長主催感謝会 

（１）表彰対象 

   在職期間５年の方（あわせて市長表彰対象者の方を御紹介します） 

（２）開催予定場所 
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      都筑区役所 

（３）開催時期 

     令和４年３月３日（木） 13 時 30 分から 15 時 00 分 

２ 自治会・町内会長在職年数一覧の確認について 

  表彰者を確認させていただくため、別紙一覧の就任年数を御確認いただき、修正箇所等が

ございましたら 11 月５日（金）までに御連絡をお願いいたします。 

地域振興課地域振興係 田野井・佐野 宛 

     電話：045-948－2231 / FAX：045-948－2239 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

16.都筑区自治会町内会紹介冊子「つながるtsuzuki」の発行について 

（地域振興課）  

自治会町内会の魅力を発信し、より多くの方に加入していただくことを目的に、自治会 

町内会紹介冊子「つながる tsuzuki 2021」を発行しました。各自治会町内会長宛に５部 

ずつお送りしておりますが、担当まで御連絡いただければ必要部数を窓口にてお渡しし 

ますので、是非未加入世帯への加入の呼びかけに御活用ください。 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

17．119 情報について （都筑消防署） 

都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

18．治安情勢等について（都筑警察署） 

都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 

１．小学校運動会 

① 日 時：１０月２３日（土）父兄のみ、来賓の招待はなし。 

２．中川連合町内会グランドゴルフ大会 

① 日 時：１０月２４日（日）・・・牛久保西町内会 3チーム参加 

② 会 場：牛久保西公園グランド 

３．女性消防訓練 

① 日 時：１１月 ３日（祝）９：００～１２：００ 

② 会 場：ＪＡ北農協グランド 

４．都筑区民まつり 

① 日 時：１１月 ３日（祝）・・・中止 

５．水道工事のお知らせ 

将来にわたる安定した給水を確保するため、路上に設置されている水道計測設備の更 

新工事を行います。工事に伴い水道が止まることはありません。 

① 工事場所：牛久保西 4丁目（ひかりがおか公園内） 

② 工事期間：令和 3年 12 月上旬まで 

６．体育祭と防災訓練 
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① 日 時：１１月 7 日（日）・・・中止 

７．消火器購入・薬剤詰替・廃棄処分について 

  消火器購入・薬剤詰替・廃棄処分について、班別に回覧をお願いしました。 

希望者には別途ご連絡します。 

８．どんど焼き 

  今年度は以下の日程で縮小して実施します。ご協力願います。 

① 日 時：令和４年 1月９日（日）13：00～ 

② 会 場：牛久保西公園グランド 

③ 担 当：２丁目 

 ④ その他：餅の販売は行いません。詳細は１２月定例会で行います。 

９．１月定例会について 

  ① 日 時：令和４年 1月８日（土）詳細は１２月定例会で行います。 

② 会 場：牛久保西町内会館 

10．弔意通知 

１）3 丁目在住の唐戸 康雄さんには１０月２０日（満 103 歳）ご逝去されました。 

    ここに謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 

11．その他 

 

 

 

次回定例役員会は、１２月１１日（土） 
  １）１．３丁目・・・18：00～18：30 
    ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 

よりよろしくお願いします。 
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令和３年１1月１３日 

３年１１月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．小学校運動会 

  １）日 時：10 月 23 日（土） 来賓招待なし 

３．中川連合町内会グランドゴルフ大会 3 組参加（全 19 組） 

１）日 時：10 月 24 日（日） 

４．衆議院議員選挙（10/31) 

１）牛久保小学校・・・１・３丁目で対応 

５．牛久保小学校 20 周年実行委員会 

１）日 時：10 月 27 日（水）会長出席 

６．体育祭＆芋煮会開催（炊き出し訓練） 

  １）日 時：11 月 7 日（日）・・・中止 

７．社協研修旅行・・・中止 

８．町内会忘年会・・・中止 

９．中川連合町内会冬季反省会・・・中止 

10．出初式と新年を祝う会(都筑区役所,会長出席)  

  １) 日 時：１月６日（水） 

11．1 月定例会について 

  １) 日 時：１月 8日（土） １４：００～ 

  ２）新年会：定例会に引き続き新年会を行います。各種団体役員にも参加頂きます。 

12．どんど焼きについて 

  １）日 時：１月９日（日） １３：００～ 

  ２）場 所：牛久保西公園グランド 

  ３）担 当：２丁目 

  ４）その他：詳細は別紙、餅販売なし 

13．都筑小学校防災拠点訓練 

  １）日 時：2月６日（日）９：００～ 

  ２）場 所：都筑小学校 

  ３）詳 細：次回 

14．町内会ホームページの QR コード 

  

15．その他 
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令和３年１０月９日 

                                                                          18：00～１・3 丁目 

                                     19：00～2・4 丁目 

２０２１年１０月 定例役員会 
                            牛久保西町内会 

       都筑区の人口 ： ２１４,８７１人 （９．１時点） 

             都筑区世帯数：   ８５,９４７世帯（９．１時点） 

  町内会会員数：      ６８１世帯（９．１現在 個人 651) 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

 

１．新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について （健康福祉局健康安全課） 

交通アクセスの良い場所を新しく集団接種会場として開設します。あわせて、夜 17 時 

以降も接種が受けられる会場を増やすことで、多様なライフスタイルに合わせたワクチ 

ン接種ができるよう、市内 18 会場で集団接種を進めていきます。 

9/6 に記者発表しましたので、情報提供させていただきます。 

   ＜問合せ＞【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 

２．災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について   （総務局地域防災課） 

 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の防 

 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。  

 今年度は配布場所を２か所に増やして配布を行います。 

   ＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：045-671-2011） 

３．応急仮設住宅の円滑な建設に向けた予備調査について  （建築局住宅政策課） 

応急仮設住宅は、速やかな建設を図るため、災害救助法により、災害発生から 20 日以内 

の工事着工が定められています。このことから、本市では、大規模災害時における建設 

候補となる用地のデータベースを作成しています。さらに、平成 31 年４月には、災害救 

助法による「救助実施市」の指定を受けたことから、より一層の円滑な建設に向けた模 

擬的な検討を行うため、データベースの中から一定の条件で、市内 37 箇所を選定し、予 

備調査を行います。 

   ＜問合せ＞建築局住宅政策課（電話：045-671-2922） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

 

４．第 49 回衆議院議員総選挙における投票管理者・投票立会人の推薦及び啓発ポスター掲
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出の依頼について   （都筑区選挙管理委員会（総務課）） 

第 49 回衆議院議員総選挙の執行にあたり、投票管理者・立会人等の推薦及び啓発ポスタ 

ーの掲出をお願いいたします。なお、執行想定日が未定ですが、投票管理者や立会人等 

を御推薦いただく期間をふまえ、本日依頼させていただきます。 

 選挙期日が決定次第、速やかに連絡いたします。 

（１）地区連合町内会自治会による当日投票所の投票管理者・投票立会人の推薦と、投 

   票管理者による民間従事者の推薦をお願いします。 

   ①依頼人数 

     投票管理者 投票所ごとに１名 

     投票立会人 投票所ごとに２名 

     民間従事者 投票所ごとに８～９名 ※投票管理者による選任 

   ②推薦書提出期限 

    令和３年 10 月 8 日（金） 

 （２）ポスターの掲出について 

    公示日あたりに啓発ポスターを送付いたしますので、自治会町内会の掲示板へ掲 

    出をお願いいたします。 

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

５．共同募金運動への協力依頼について （神奈川県共同募金会横浜市都筑区支会） 

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、御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、衛生面にご留意いただき、できる 

 範囲での御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３年 10 月１日（金）～令和３年 12 月 27 日（月） 

（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/Tel:045-943-4058） 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

６．令和３年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の推薦について（依頼）（地域振興課） 

 本年も、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 

 彰を実施しております。 

  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、お願い申し 

 あげます。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2232） 
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７．令和３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］    （地域振興課）   

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２年 11 月 1 日（日）から令和３年 10 月 31 日（日）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御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。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2235） 

８．第 27 回都筑区民まつりの中止のお知らせについて    （地域振興課）  

 第 27 回都筑区民まつりは、二年連続の中止とならないよう、感染症対策に 大限配慮し 

 た準備を進めてまいりましたが、９月 12 日までの緊急事態宣言が９月 30 日まで再延長 

 されたことを踏まえ、残念ながら中止とさせていただくことになりました。 

毎年大勢の方にお楽しみいただいている区民まつりが色あせないように、ささやかでは 

ありますが企画を御用意させていただきました。つきましては、企画のチラシについて、 

ポスター掲示の御協力をお願いいたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

９．令和３年度 都筑野菜朝市の開催について（下半期） （区政推進課） 

地元の農家さんに御協力いただき、都筑区総合庁舎で定期開催している都筑野菜朝市に 

ついて、令和３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。 

なお、令和２年度まで朝市は毎月第２・４土曜日に開催していましたが、令和３年度よ 

り、曜日が変更となり、毎月第２・４火曜日及び第４土曜日に変更となっております。  

また併せて、開催場所も、これまで総合庁舎前で開催していたものを、駐車場横 通路に 

変更となります。 

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。 

   ＜問合せ＞区政推進課（電話：045-948-2227） 

10．「シニア楽農園」１日体験参加者募集      （区政推進課） 

 「シニア楽農園事業」は、地域での友人関係づくり及び周辺農環境の保全を目的に、「シ 

 ニア楽農園の会」、都筑区役所及び農園主の３者による協働事業として実施しています。 

 毎年２月に実施している新規参加者募集に向けて、活動内容や雰囲気を感じてもらうこ 

 とを目的に「シニア楽農園１日体験」を開催します。 
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 つきましては、各地区における周知に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

   ＜問合せ＞区政推進課（電話：045-948-2226） 

11．令和３年度「高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」について   （福祉保健課）  

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接種費用の助成が、今年度 

も 10 月 1 日から 12 月 31 日まで実施されます。事業周知のため、「令和３年度高齢者イ 

ンフルエンザ予防接種のご案内」のポスター掲示をお願いします。 

掲出方法については、パンフレット表面を掲示してください。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2350） 

12． 横浜市長選挙の結果について      （都筑区選挙管理委員会（総務課）） 

令和３年８月 22 日執行の横浜市長選挙では、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。 

   ＜問合せ＞総務課（電話：045-948-2215・2216） 

13．令和３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（依頼）      

                          （地域振興課） 

10 月１日(金)～10 月 31 日(日)の１か月間、「放置自転車・バイククリーンキャンペー 

ン」を実施します。 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」を重点に展開し、「横浜市自転車等の 

放置防止に関する条例」に基づく対策を推進します。自治会・町内会におかれましても、 

配付します「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、運動の趣旨を会員に周知いただくよう御協力をお願いします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2232） 

14．119 情報について （都筑消防署） 

都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

15．治安情勢等について（都筑警察署） 

都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 

１．「敬老の日」 

  申し出いただいた方々に粗品と挨拶状を配布いたしました。 

① 日  時：９月１９（日）～２０（月） 

２．後期町内会費徴収 

徴収有難うございました。 

町内会では可能な限りイベント等も実施してまいります。 

一層のご支援ご協力をお願いいたします。 

３．中川連合町内会グランドゴルフ大会 

① 日  時：１０月１７日（日） 

② 会  場：牛久保西公園グランド 
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４．学校運動会 

今年はコロナの関係で来賓の招待はなし。 

都筑小学校・牛久保小学校・中川西小学校 

５．資源回収に協力願います 

毎週木曜日に資源回収を行っております。横浜市及び大興資源（回収業者）より 

奨励金が町内会に公布されます。（毎月定例会資料に貼付） 

これまで以上に資源回収にご協力願います。 

① 回収品：新聞、段ボール、雑誌（雑がみ）、古布、紙パック 

        缶・ペットボトル、エコキャップ 

② ビンは木曜日ではなく生活金属の回収日にお出しください。 

６．消火器購入・薬剤詰替・廃棄処分について 

  消火器購入・薬剤詰替・廃棄処分について、10 月初めの班別回覧をお願いしました。 

各班は回覧の結果を 1１月定例会日に提出願います。（担当：林防災部長） 

希望者には別途ご連絡します。 

７．その他 

 

次回定例役員会は、１１月１３日（土） 
  １）１．３丁目・・・18：00～18：30 
    ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 

よろしくお願いします。 
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令和３年１０月９日 

３年１０月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．敬老会 

  １）９月２０日に申込者１０３名に挨拶状と粗品を配布しました。 

３．小学校運動会 

  １）日 時：10 月 1６（土） 都筑小・牛久保小・中川西小 

    注）来賓の参観はなし 

４．中川連合グランドゴルフ大会 

１）日 時：１０月１７日（日） 

  ２）場 所：牛久保西公園グランド 3 組参加 

５．ネットボックス 

品物が入荷されない状況にあったが、９／２９購入でき３か所の場所に設置予定。 

各班に品物を引き渡した。（碓田防犯部長） 

６．体育祭＆芋煮会・・・検討  中止 

１）日 時：１1月 日（日） 

７．町内会忘年会 

  １）日 時：12 月 4 日（土）・・・検討  中止 

  ２）会 場： 

  ３）対象者：理事、監事、各種団体役員 

８．中川連合町内会冬季反省会 

               ・・・中止 

９．衆議院議員選挙（今秋） 

１）牛久保小学校・・・１・３丁目で対応願います。 

 

10．来年１月定例会について 

１) 日 時：１月 8日（土）２回に分けて 

  ２）新年会：中止 

11．どんど焼きについて 

  １）日 時：１月９日（日）１３：００～ 

  ２）場 所：牛久保西公園グランド 

  ３）担 当：２丁目 

    ４）取扱い：餅販売は中止 

        他は従来通りとするが、密にならないように考慮する。 

12．その他 

 

 

令和３年９月１１日 
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                                                   開催中止 

２０２１年 ９月 定例役員会 
                            牛久保西町内会 

 都筑区の人口 ： ２１４,７４８人 （７．１時点） 

 都筑区世帯数：   ８５,７８７世帯（７．１時点） 

 町内会会員数：      ６７８世帯（７．１現在 個人 648） 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

【市連報告事項】 

夏休みのため会議開催なし 

 

【区関係報告・依頼事項】 

夏休みのため会議開催なし 

 

【町内会報告・依頼事項】 

１．後期町内会費徴収のお願い 

  ① 金   額：一世帯 １,５００円（月２５０円×６か月） 

  ② 納 付 日：１０月９日（土）14：00～15：00 or 定例会開催 30 分前 

  ③ 会員名簿 ：別途配布しますので会費徴収と同時に会員の確認をお願いします。 

          また、個人情報につき取扱いにご注意願います。 

          名簿は会費と一緒に返却願います。 

          特別会員はブロック長が徴収します。 

④ 会費徴収について：別途説明文を配布します。 

 

２．「敬老の日の扱い」について 

  ① 日   時：９月２０日（祝） 

② 対 象 者：申込いただいた皆様には粗品を配布します。 

③ 配 布 日：９月１９日予定 

 

３．中川連合町内会夏季行事反省会・・・中止 

① 日   時：８月２５日（水） 

 

４．都筑区チャリティーゴルフ大会・・・中止 

５．中川連合町内会チャリティーゴルフ大会・・・中止 
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６．社協スポーツ交流会・・・・・・・・中止 

 

７．「牛久保神社祭礼」について（秋祭り）宵宮祭・演芸大会・・・中止 

① 日   時：１０月１0日（日） 

 

８．中川連合グランドゴルフ大会 

  ① 日   時：１０月１７日（日）予備日 １０月２４日（日） 

② 会   場：牛久保西公園グランド 

 

９．都筑区民まつり・・・中川連合町内会は辞退 

 

10．資源回収に協力願います 

毎週木曜日に資源回収を行っております。横浜市及び大興資源（回収業者）より 

奨励金が町内会に公布されます。（毎月定例会資料に貼付） 

これまで以上に資源回収にご協力願います。 

① 回収品：新聞、段ボール、雑誌（雑がみ）、古布、紙パック 

        缶・ペットボトル、エコキャップ 

② ビンは木曜日ではなく生活金属の回収日にお出しください。 

 

11．町内会館のエアコン更新 

町内会館１階会議室のエアコンを老朽化に伴い新しい機種に交換設置したのでお知ら 

せします。 

 

12．その他 

 

次回定例役員会は、１０月９日（土）に開催します。 

１）１．３丁目・・・18：00～18：30 

    ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 

 よろしくお願いします。 

後期町内会費 納入は同日１４時～１５時、および 
開催の３０分前よりお預かりします。ご協力願います。 
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令和３年９月１１日 

午後 6時から 

３年 ９月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

 

２．敬老会 

  １）日 時：９月２０日（祝） 

  ２）対象者：申込者１０３名に粗品を配布する 

  ４）配布方法：①全６７世帯１０３名 

         ②次の班のみ申込者が多いので理事で分担して配布する 

          ・2-11 班・・・１３人   

          ・2-14 班・・・１３人 

          ・4-15 班・・・１０人 

       

５．中川連町夏季反省会・・・中止 

 

６．ネットボックス申込状況 添付 

 

７．中川連合グランドゴルフ大会 

１）日 時：１０月１７日（日） 予備日 ２４日 

  ２）場 所：牛久保西公園グランド 

 

８．体育祭＆芋煮会・・・検討   

１）日 時：１1月７日（日） 

 

９．衆議院議員選挙（今秋） 

  １）牛久保小学校・・・１・３丁目で対応願います。 

 

９．町内会忘年会 

  １）日 時：12 月４日（土）・・・検討中 

  ２）会 場：「天狗」港北中川店予定 

３）対象者：理事、監事、各種団体役員 

 

10．２０２２年どんど焼きについて 

１）餅の準備 

２）枝 

３）牛久保町内会では餅と枝を購入。餅は紅白でのしもち２ケ。篠竹を割り煮沸 

11．その他 
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令和３年８月１４日予定 

開催中止 

２０２１年 ８月 定例役員会 
                               牛久保西町内会 

 都筑区の人口 ： ２１４,７４８人 （７．１時点） 

 都筑区世帯数：   ８５,７８７世帯（７．１時点） 

 町内会会員数：      ６７８世帯（７．１現在 個人 648 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

 

１．「共同募金都筑区だより」の配布について （共同募金会都筑区支会） 

 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「共同募金都筑区だより」の全戸配布を行いた 

 く、お手数おかけいたしますが、町内会の皆様の御協力を賜りますようお願いいたしま 

 す。 本年度も新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、できる範囲での御協力を賜り 

 ますようお願いいたします 。 

 １）依頼事項  

   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３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部につき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２年度共同募金実績及び配分実績 

       令和３年共同募金運動への協力依頼 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

 

２．令和３年度横浜市総合防災訓練の実施について  （総務局緊急対策課） 
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令和３年度の横浜市総合防災訓練を 11 月７日（日）西区みなとみらいの耐震バースを中 

心に実施します。 

今年度は、内閣府（政府調査団）による視察を含む大規模な訓練を予定しています。コ 

ロナ感染対策として、実動訓練会場の一般見学席はインターネットによる事前募集を行 

い、抽選により見学者を決定します。 

   ＜問合せ＞総務局緊急対策課（電話：045-671-2064） 

３．新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への支援について  

                      （健康安全課ワクチン接種調整等担当） 

日頃の見守り活動の中でワクチン接種を御希望される方のうち、支援が特に必要と考え 

られる方がいらっしゃった際には、区高齢・障害支援課や地域ケアプラザ等、その方が 

日常的に御相談されている先へおつなぎいただくなどの御協力をお願いいたします。 

   ＜問合せ＞健康安全課ワクチン接種調整等担当（電話：045-671-4036） 

４．横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例の施行について （建築局建築指導課）  

空家等の適切な管理を促進し､管理不全な空家等の防止･解消につなげることを目的とし 

た横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例を８月に施行します。 

リーフレットは市役所、各区役所等で配布するほか、市ホームページにも掲載します。 

   ＜問合せ＞建築局建築指導課（電話：045-671-4539） 

５．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について （都市整備局 IR 推進課） 

  １)横浜ＩＲを考える有識者対談 

    横浜ＩＲの実現にあたり、ギャンブル等依存症や治安など、ＩＲを構成する施設の一 

つであるカジノに起因する懸念事項への取組について、市民の皆さまに理解を深めて 

いただくため、有識者による対談を行い、収録した映像を横浜市公式 YouTube チャン 

ネルで配信します。 

＜問合せ先＞都市整備局 IR 推進課（電話：045-671-4135） 

６．東京2020大会横浜版ウェルカムガイドブックの発行について 

（市民局オリンピック・パラリンピック推進課） 

東京 2020 オリンピックが７月 23 日（金・祝）に開会します。 

横浜市では、横浜ゆかりの日本代表選手や市内の開催競技、事前キャンプ・ホストタウ 

ン情報などを掲載したオリジナルのガイドブックを発行します。７月下旬から各区役所 

の窓口での配布、特設ウェブサイトへの掲載を行いますので、御自宅での観戦等にぜひ 

御活用ください。 
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＜問合せ＞市民局オリンピック・パラリンピック推進課（電話：045-671-3690） 

７．「地域づくり大学校」の修了生の活動事例をホームページで発信します！ 

（市民局地域活動推進課） 

６月 30 日に記者発表した地域づくり大学校修了生の活動事例についての情報提供です。 

横浜市では、地域活動の担い手を育成する取組として、「地域づくり大学校」（地域大） 

を NPO 法人等と協働で実施しており、その修了生から地域課題の解決や魅力づくりにつ 

ながる様々な取組が生まれています。そこで、地域大修了生の活動事例を 18 区から１例 

ずつまとめて、ホームページで発信しました。 

＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-3624） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

 

８．都筑区体育協会総会報告及び会費納入依頼  （都筑区体育協会）  

都筑区体育協会令和３年度総会は、104 名（内、委任状 63 名）の参加を得て承認可決さ 

れましたので、令和２年度の事業及び会計決算並びに令和３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３年度体育協会会費についての納入を御願いします。同封の振込用紙をもと 

に、農協に振込を御願いします。 

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

９．令和３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御説明 （共同募金会都筑区支会） 

各町内会への募金の依頼に際し、御利用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 20 日（金）までに御回答いただきますようお願いいたします。 

なお、寄付者にお渡しいただく「赤い羽根」について、昨年度同様に「ありがとうステ 

ッカー」も御案内いたしますので、いずれかの御回答をお願いいたします。 

その他、御希望がありましたら、町内会の定例会等において募金運動についての御説明 

をさせていただきます。希望日の２週間前までに御連絡ください。 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

10．第 13 回都筑区認知症フォーラムの開催について (都筑区高齢・障害支援課) 

 都筑区では、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しましたので班回覧への 
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御協力をお願い申し上げます。 

日時：令和３年９月 12 日（日）14：00～15：10 

会場：都筑区役所 6階大会議室 

     都筑区内地域ケアプラザ（Zoom 配信） 

内容：認知症当事者のお話など 

定員：区役所 50 名程度 

     区内地域ケアプラザ（Zoom 配信）各 20 名程度 

申込：８月 11 日（水）～９月３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３年９月３日（金）～９月８日（水） 

  会場：区役所１階区民ホール 

＜問合せ＞都筑区高齢・障害支援課（電話：045-948-2306） 

11．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(福祉保健課） 

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御家庭

を訪問する取組を行っています。 

９月から 11 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。 

＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2341） 

12．都筑区 区民文化センターニュース 第７号  （区政推進課）  

文化観光局及び都筑区では、都筑区センター北駅前（ 中川中央一丁目９番１、２ ）の 

土地（約 1.2ha）にて、都筑区民文化センター（仮称）の整備を進めています。この度、 

整備の進捗状況をニュースとして掲載した「都筑区 区民文化センターニュース第７号」 

を発行しましたのでお知らせします。 

＜問合せ＞：区政推進課（電話：045-948-2227） 

 

 

13．広報紙縁ジン 27 号            （地域振興課） 
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  広報紙縁ジン 27 号が７月に発行されたので班回覧をお願いします。 

＜問合せ＞：地域振興課（電話：045-948-2238） 

14．広報よこはま等の配布部数（令和３年度上半期分）の確認について（依頼）（区政推進課） 

令和３年度上半期（令和３年４月～令和３年９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 配布部数を御確認いただき、９月 10 日（金）までに 『配布部数確認票』の確認と『口 

座振替依頼書』へ必要事項を御記入いただき、同封の返信用封筒で御返送ください。 

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。 

＜問合せ＞：区政推進課（電話：045-948-2222） 

15．令和３年度秋の全国交通安全運動について（依頼）（地域振興課） 

９月 21 日(火)～９月 30 日(木)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、「子どもと高齢者の安全な通行の確保」「早朝、夕 

暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止」など６項目を重点に、交通ルー 

ル遵守と交通マナー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。 

＜問合せ＞：地域振興課（電話：045-948-2232） 

16．119 情報について （都筑消防署） 

都筑区の消防情勢等について報告します。・・・資料-1 

 

17．治安情勢等について（都筑警察署） 

都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-2 

 

 

【町内会報告・依頼事項】 
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１．中川連合町内会主催グランドゴルフ大会 

①   日時：7月 1１日（日） 

     牛久保西町内会として 3チーム出場 

２．納涼盆踊り大会・・・中止 

 
３．都筑区社会福祉協議会賛助金協力のお願い 

  区および中川地区社会福祉協議会では地域福祉活動の趣旨に賛同いただける皆様に 

  財政面で支えていただくよう毎年お願いをしています。（定例会役員対象） 

   ・地域社会における犯罪の未然防止  

   ・厚生保護推進事業（都筑保護司会・都筑区厚生保護女性会） 

① 個人 １口１０００円 

② 賛同いただける方は別途申込書（９月定例会にて回覧）に氏名を記載願います。 

４．敬老の日の集い 

今年も９月２１日に敬老の日を迎えますが、今年は「敬老の日のつどい」を中止しま 

す。 

  前月各班にて、調査票を回覧いただきましたので次のとおり配布します。 

① 配布対象者：回覧にて希望された方 

② 配布時期 ：敬老の日の前後 

③ 配布方法 ：個別に配布しますのでご協力をお願いします。 

５．その他 

 

次回定例役員会は、９月１１日（土）に開催します。 

１）１．３丁目・・・18：00～18：30 

    ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 
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                                            令和３年８月１４日 

３年 ８月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

 

２．中川連合グランドゴルフ大会 

  １）日 時：７月１１日（日） 

２）場 所：牛久保西グランド 

 

３．盆踊り大会 

開催中止(中川連合町内会全てが中止） 

 

４. 敬老の日の集い 

    １）今年も中止とする。 

  ２）代わりに希望対象者には粗品を配布する。 

調査票を 8月 10 日までに理事・監事に届けるか、会館のポストに投函するよ 

うに班長あて依頼済。 

   

５．中川連町夏季反省会   中止の予定 

 

６．都筑区社協賛助金の依頼 

１）町内会としては 1世帯当り２０円の要請あり。 

２）個人会員として例年通り理事監事班長にお願いする。 

 

７．その他 

 

９月の定例会について 

  １）日 時：９月１１日（土） 

２）方 法：① １・３丁目・・・18：00～18：30 

② ２．４丁目・・・19：00～19：30 

 

８．２０２２年どんど焼きについて 

４）餅の準備 

５）枝 

６）牛久保町内会では餅と枝を購入。餅は紅白でのしもち２ケ。篠竹を割り煮沸 
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 令和３年 7 月１0 日 

                                                   開催中止 

２０２１年 ７月 定例役員会 

牛久保西町内会 

都筑区の人口 ： ２１４,６６５人 （６．１時点） 

都筑区世帯数：   ８５,７０２世帯（６．１時点） 

町内会会員数：      ６７８世帯（６．１現在 個人 648 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

 

   １.東京 2020 オリンピック･パラリンピック PR ポスターについて 

  （周知・依頼） （市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課）） 

   東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催について、広く市民の皆様に周知させて 

     いだきたく、貴自治会町内会掲示板へのポスターの掲出をお願いします。 

   ＜問合せ＞市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課（電話：045-671-3690） 

２.マンホールトイレ設置助成制度について （環境創造局管路保全課）      

 自主的な防災活動を積極的に行っている組織（町内会、マンション）に対し、マンホ 

 ールトイレ設置助成を行います。 

【助成の対象】①上部構造物（パネル又はテント、便器） 

②下部構造物（上部構造物の設置に必要な排水管及び汚水ます） 

③容量 200 リットル以上の雨水タンク及び付属品 

【助成金額】 マンホールトイレ設置に要する費用の 9/10（上限 30 万円） 

 【募集件数】 予算の上限に達した時点で受付終了 

【申請・問い合わせ先】 環境創造局管路保全課 下水道普及担 

【その他】  詳細はホームページを御確認ください。 

＜問合せ＞環境創造局管路保全課（電話：045-671-2829） 

３.内水ハザードマップの改定について（環境創造局下水道事業ﾏﾝ r ｼﾞﾒﾝﾄ課）     

 市民の皆様の防災意識を高め、自助・共助を支援することを目的として大雨時に下水 

 道管や水路からの浸水が想定される区域や浸水する深さを示した内水ハザードマップ 

 を公表しています。気候変動の影響による大雨の増加や、本市においても観測史上  

 大となる降雨を令和元年に観測したことなどを踏まえ、内水ハザードマップの改定を 
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 行いました。改定した内水ハザードマップは６月 28 日より横浜市ウェブサイトに公表 

 いたします。 

＜問合せ＞下水道事業マネジメント課（電話：045-671-2838） 

４．新型コロナウイルスワクチン接種の状況について 

                            （健康福祉局健康安全課） 

 新型コロナウイルスのワクチン接種について、現在の状況について情報提供させて 

 いただきます。 

   ＜問合せ＞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） 

５．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について （都市整備局 IR 推進課） 

 １）事業者公募の状況 

  １月 21 日、実施方針及び募集要項等を公表し、事業者の公募を開始しました。その 

  後、 初の資格審査通知日である２月 15 日に、１者が審査を通過したことを公表し 

  ました。 

   そして、 終の通知日である５月 31 日に、２者が通過していることを公表しました。 

   ＜問合せ＞都市整備局 IR 推進課（電話：045-671-4135） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

 

６．令和３年度「つづき あい基金」助成金について  

               （都筑区社会福祉協議会（都筑区役所福祉保健課）） 

 第４期地域福祉保健計画に定める目標を実現し、地域の福祉保健に関する課題の解決 

 に向けた活動を行う団体に対して、「つづき あい基金」を活用して活動経費の一部を 

 助成することにより、計画の推進を資金面から支援します。 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

７，令和３年度 都筑区更生保護協会賛助金の募集および「第 27 回都筑

区社会を明るくする運動」ポスター掲示について 

                           （都筑区更生保護協会）         

 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 27 回都筑区社会を明るくする運動」の啓 
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 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、趣旨に御理解と御協力をいただきますようお願いします。 

 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、御協力 

 をお願いいたします。 

  目安額：１世帯あたり２０円 

 ＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

８．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 

                                （地域振興課） 

都筑区では、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ので、是非御応募ください。 

コロナ禍にあっても地域の絆をつなぐために、どのような取組をしていくことができ 

るかを考える機会としても御活用いただけます。 

      ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2474） 

９．都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第１号の発行について 

                             （地域振興課）       

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１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御紹介していま 

す。是非御覧ください。 

      ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2474） 

10．第４期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」冊子発行について 

                               （福祉保健課） 

 昨年度中に地域の皆様と共に検討を進めてまいりました第４期都筑区地域福祉保健計 

 画「つづき あい」の本冊子、概要版、地区別計画冊子が完成しました。第４期も引 

 き続き、計画の周知・推進をよろしくお願いします。 
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       ＜問合せ先＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

11．治安情勢等について           （都筑警察署） 

  都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-1 

12．119 情報について            （都筑消防署） 

  都筑区内の消防状況について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 

 

１．中川連合町内会主催グランドゴルフ大会   祝 3 丁目 藤井氏優勝 

１）日 時：7月 1１日（日） 

２）場 所：牛久保西公園グランド 

２．盆踊り大会・・・中止 

  今年度の盆踊り大会は、新型コロナウィルスの影響により屋外ではあるものの、 

近隣町内会も中止しており、当町内会でも検討の結果、やむなく中止とすることとい 

たします。 

３．都筑区社会福祉協議会賛助金協力のお願い 

  区および中川地区社会福祉協議会では地域福祉活動の趣旨に賛同いただける皆様に 

  財政面で支えていただくよう毎年お願いをしています。（定例会役員対象） 

   ・地域社会における犯罪の未然防止  

   ・厚生保護推進事業（都筑保護司会・都筑区厚生保護女性会） 

③ 個人 １口１０００円 

④ 賛同いただける方は別途申込書に氏名を記載いただき、８月定例会にてお支払い 

  願います。 

４．敬老の日の集い 

    今年も９月２０日に敬老の日を迎えます。 

当町内会では例年「敬老の日のつどい」を開催してきましたが、本年は開催を中止し 

ます。 

このため、対象者には粗品を配布いたしたく別途、調査票を配布しますので回覧いた 

だき希望者は記名頂くようよろしくお願いします。 

５．都筑区および中川連合町内会チャリティーゴルフ大会 

  本年はコロナウィルスの関係で両大会とも中止となりました。 

６．各種団体委員 

前月該当委員のリストを回覧しましたが、錯誤がありましたので追加でお知らせしま 
す。 
環境事業推進員    関根 友夫さん 
消防団        田中 慶樹さん（宮台 武博さん削除）  

７．その他 
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 次回定例会は、８月８日（土）を予定しております 

１）１．３丁目・・・18：00～18：30 

   ２）２．４丁目・・・19：00～19：30 
よろしくお願いします。 
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令和３年 7月１0日 

３年 ７月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

 

２．中川連合グランドゴルフ大会 

  １）日 時：７月１１日（日）予備日 7月 18 日（日）  祝 3 丁目 藤井氏優勝 

２）場 所：牛久保西グランド 

 

３．盆踊り大会 

  開催中止 

   中川連合町内会全てが中止 

 

４. 敬老の日の集い 

    １）今年も中止とする。 

  ２）代わりに希望対象者には粗品を配布する。 

このため、調査票を各班にお願いする。 

  ３）粗品の検討 

 

５．中川連町夏季反省会 

中止の予定 

 

９．都筑区社協賛助金の依頼 

１）町内会としては 1世帯当り２０円の要請あり。 

２）個人会員として例年通り理事監事班長にお願いする。 

   

７．その他 
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令和３年６月１２日 

 18：00～１・3丁目 

                                      19：00～2・4 丁目 

２０２１年 ６月 定例役員会 
牛久保西町内会 

 都筑区の人口：  ２１３,９４３人 （４．１時点） 

 都筑区世帯数：    ８５,２４２世帯（４．１時点） 

 町内会会員数：      ６７６世帯（４．１現在 個人 646 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

 

【市連報告事項】 

 

１．型コロナウイルスワクチン接種に関する自治会町内会への広報協力依頼について           

                        （健康福祉局健康安全課） 

新型コロナウイルスのワクチン接種について、５月 17 日以降に各区の公会堂などで集団 

接種が、５月下旬から医療機関での個別接種が順次始まりますので、現在の状況につい 

て報告させていただきます。また、自治会町内会の皆様に、医療機関名簿（区版）の掲 

出に御協力を御願いいたします。 

なお、医療機関名簿（全市版）は区役所・ケアプラザで配布するとともに、タウンニュ 

ースには区版が掲載されております。 

   ＜問合せ＞【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 

２．警戒レベル（避難情報）の変更について （総務局緊急対策課）  

令和元年６月から全国的に警戒レベルを用いた避難情報が発令（配信）されていますが、 

内閣府の風水害対策の検討により、令和３年５月から、警戒レベルの「避難情報の名称」 

が変更されます。 

市民の皆様へは、広報よこはま６月号や横浜市ホームページでお知らせするとともに、 

国からも国民に対し６月の出水期までにメディア等で広く周知される予定です。 

   ＜問合せ＞総務局緊急対策課（電話：045-671-2064） 

３．横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について(総務局緊急対策課) 

 １) 防災スピーカーからの放送について 
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２)防災スピーカーの設置工事について 

   ＜問合せ＞総務局緊急対策課（電話：045-671-3458） 

４．地域防災活動支援に向けた研修等の御案内   （総務局地域防災課） 

地域防災活動支援に向けた研修等の御案内をします。 

【案内する研修等の項目】 

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

御案内 

②地震火災や風水害の備えなど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＞」の御案内 

③コロナ禍でも自宅等で防災について学べる「防災学習コンテンツ」（無料ウェブサイト）の御

紹介 

   ＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：045-671-3456） 

５．「広報よこはま」５月号配送に係るお詫びについて  （市民局広報課） 

「広報よこはま」５月号の配送につきまして、配送予定の遅れや配送部数の誤り等が発 

生し、自治会町内会の皆様に多大なる御迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ござい 

ません。委託業者と早急に調整を行い、６月号の配送から改善を行ってまいります。 

   ＜問合せ＞市民局広報課（電話：045-671-2332） 

６．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について  (都市整備局 IR 推進課） 

  １）横浜イノベーションＩＲシンポジウムの録画配信について 

３月 27 日（土）にオンラインで開催した「横浜イノベーションＩＲシンポジウム」の録画

映像を横浜市 HP 等で配信を開始しました。 

 ２）ＩＲ事業説明会実施結果の公表について 

２月から３月にかけてオンラインで開催したＩＲ事業説明会のアンケート結果を横浜市 HP

で公表しました。 

   ＜問合せ＞（電話：045-671-4135） 

７．第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画 

(よこはま地域包括ケア計画）の策定について（健康福祉局高齢健康福祉課） 

よこはま地域包括ケア計画「第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認 

知症施策推進計画（計画期間：３年度～５年度）」の計画概要及び、同計画期間におけ 

る介護保険料について報告します。 

   ＜問合せ＞健康福祉局高齢健康福祉課（電話：045-671-3412） 
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８．新たな劇場整備の検討内容の紹介リーフレットについて 

                     （政策局劇場計画課・芸術創造課）  

新たな劇場整備については、令和元年度から「横浜市新たな劇場整備検討委員会」にお 

いて検討を進め、昨年 12 月に提言をいただきました。 

提言の内容につきましては、本年２月開催の市連会・区連会で御報告をさせていただき 

ましたが、このたび、検討の内容を分かりやすくお伝えするリーフレットが完成しまし 

たので配布します。 

   ＜問合せ＞政策局劇場計画課・芸術創造課（電話：045-671-4399・4198） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

 

９．令和３年度日本赤十字社募金（会費）への協力について（日赤都筑区地区委員会）  

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御協 

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、御協力をお願いいたします。 

＜令和３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、区社協から御依頼をいたします。 

＊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 28 日（火） 

 まで受付をいたします。各自治会町内会の御事情に応じて柔軟な御対応をお願いいた 

 します。 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058） 

10.都筑区社協賛助会員募集案内の周知について （都筑区社会福祉協議会） 

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御協力のもと、賛助会員の募集を行います。 

令和３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 
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いいたします。 

 ＊チラシの送付等は、各地区社協から個別に御依頼させていただきますので、回覧時期 

  等を御配慮のうえ御協力をお願いいたします。 

 ＊連合未加入自治会町内会には、区社協から御依頼をいたします。 

 ＊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（火） 

まで受付をいたします。各自治会町内会の御事情に応じて柔軟な対応をお願いいたし 

ます。 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

11．令和３年度都筑区家庭防災員研修受講者の推薦について  （都筑消防署） 

家庭防災員研修は「自助から始まり、地域防災の担い手にもつなげる制度」として、毎 

年、多くの区民のみなさまに受講いただいています。 

このたびは、令和３年度の研修受講者の推薦及び募集案内の班回覧を依頼するものです。 

   ＜問合せ＞都筑消防署 総務・予防課予防係（電話：045-945-0119） 

12．都筑消防団広報誌「DANDAN」第６号の発行について  （都筑消防署） 

都筑消防団では年１回広報誌を発行しています。第６号では、各分団の受け持ち区域と 

ともに、地域の特性や各分団の活動を御紹介しています。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。 

   ＜問合せ＞都筑消防署（電話：045-945-0119） 

13．つづき体協レポート 第 27 号       （都筑区体育協会） 

令和２年度活動報告と令和３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２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開催出来 

なくなりましたので、各専門部の紹介等を掲載しました。 

   ＜問合せ＞都筑区体育協会（電話：949-1654（090-8878-0459）） 

14．広報紙縁ジン 26 号             （地域振興課） 

 広報紙縁ジン 26 号が３月に発行されたので班回覧をお願いします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2238） 

15．広報紙「しゅんらん」56 号の回覧について    （都筑区社会福祉協議会） 

都筑区社会福祉協議会の活動と地域福祉活動の周知・啓発、共同募金運動の報告のため、 

広報紙「しゅんらん」第 56 号を３月に発行いたしました。班回覧について御依頼いたし 
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ます。御協力をお願いいたします。 

  ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

16．家具転倒防止対策助成事業の御案内       （総務局地域防災課） 

地震時の家具の転倒から身を守るために同居者全員が下記要件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 

は申請者の御負担となります。）。 

【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３年７月 30 日 

【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。） 

   ＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：045-671-3456） 

17．令和３年度早淵川水防訓練の実施について     （総務課） 

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、大棚町内会の皆様を対象に、防災用スピーカーを活用 

した避難情報の伝達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。 

   ＜問合せ＞都筑区総務課（電話：948-2212） 

18．治安情勢等について           （都筑警察署） 

  都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-1 

19．119 情報について            （都筑消防署） 

  都筑区内の消防状況について報告します。・・・資料-2 
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【町内会報告・依頼事項】 

 

１．中川連合町内会 総会    書面決議に変更 

  １）日 時：5月 22 日（土） 

２．中川社会福祉協議会「総会」 書面決議に変更 

  １）日 時：5月 29 日（土） 

３．都筑民家園生垣剪定協力のお願い 中止   

１）日 時：5月 30 日（日）    中止 

２）場 所：都筑民家園 庭園  

４．東京都市大学「第２３回東京都市大学横浜祭」  延期または中止 

  １）日 時：6月 6 日（土） 12：00～19：00 

                     7 日（日） 10：00～19：00 

５．中川連合町内会主催グランドゴルフ大会 

１）日 時：7月 11 日（日） 

２）場 所：牛久保西公園グランド 

６．盆踊り大会の日程 

  １）日 時：８月７日（土）予定 検討中 

２）場 所：ひかりが丘公園 
７．各種団体委員 

令和 3 年度の各種団体委嘱委員には資料ー５の方々にお願いしております。 
どうぞよろしくお願いします。 

８．ネットボックス支給について 

牛久保西町内会のゴミ集積場にネットボックス利用希望があり町内会として支給条件 

を満たせば支給するのでお知らせします。（ネットボックス支給申請書別紙） 

１）支給方法 

    今回は 8 月末まで受け付け現地確認し支給可否を決定の上、9 月中には支給する 

    予定です。以降は随時受け付けます。 

２）支給条件 

 ①基本的には公道上（車道）には設置できない。定められた 

 ②止む無く公道を利用している場合、次のことを順守すること。 

・定められた回収日にネットボックスを組み立て、その日の回収後には折りたた 

 み歩道の邪魔にならないようにすること。 

   ③ネットボックスが破損したとき、集積場所利用者自ら処分すること。 

   ④集積場のトラブルは集積場所利用者で解決すること。 

３）ごみ捨てルール 

 ①グミは定められた曜日当日朝に出すこと。 

 ②バケツを利用し集積場所に出す場合は、ゴミ回収後速やかにバケツを回収するこ 

と。 

   ③集積場所は当番を決めるなどし、清掃等清潔に保つこと。 
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９．弔意通知 

１）１丁目在住の柴田 昭彦さんには１月 22日ご逝去されました。 

   ここに謹んでご冥福をお祈り申しあげます 

10．その他 

 

 

 

 次回定例会は、７月 １０日（土）を予定しております。 1・
3 丁目・・・１８：００より 

   2・4 丁目・・・１９：００より 
 新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が発せられた場

合は、開催を中止し定例会資料を後日、班長あてに配布
します。 
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令和３年６月１２日 

３年 ６月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．中川地区連合町内会総会 

１）日 時：５月２５日（火）     ＊書面審査 

３．社会福祉協議会総会 

  １）日 時：５月２９日（土）    ＊書面審査 

４．区グランドゴルフ（大塚体育部長） 

１）日時：６月６日（日）、予備日６月１３日 

２）出場：牛久保西１チーム 

５．中川連合グランドゴルフ大会 

  ① 日 時：７月１１日（日）予備日 7月 18 日（日） 

①  場 所：牛久保西グランド 

６．令和３年度 上期町内会費集金・・・ 

    納入日    ：令和３年５月８日（土）１４：００ 

７．緊急時情報伝達システム受伝達訓練実施と登録 

１）訓練日：６月４日（金）午前１０：００ 

２）登録者：会長・副会長 

８．盆踊り大会 

  １）日 時：８月８日（土）、雨天の場合８月９日（日） 開催中止 

  ２）場 所：ひかりが丘公園 

10．折りたたみゴミ箱 

   

 

11．その他 
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令和３年 ５月 ８日 

                                                   中止（書面配布） 

２０２１年 ５月 定例役員会 
                          牛久保西町内会 

        都筑区の人口 ： ２１３,９４３人 （４．１時点） 

             都筑区世帯数：   ８５,２４２世帯（４．１時点） 

  町内会会員数：      ６６７世帯（４．１現在 個人 636 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

 

１ ． 横浜市長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  

（総務課）） 

令和３年８月 22 日（日）に執行される横浜市長選挙に関する次の事項について、 

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 令和３年８月８日（日） 

  ②投票日 令和３年８月 22 日（日） 午前７時から午後８時まで 

  ③開票日 令和３年８月 22 日（日） 午後９時 15 分開始 

  ④期日前投票（予定） 

   ア 都筑区役所     令和３年８月９日（月）～21 日（土）まで 

  午前８時 30 分から午後８時まで 

   イ JA 横浜都筑中川支店 令和３年８月９日(月）～21 日（土）まで 

  午前９時 30 分から午後８時まで 

 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）当日投票所の投票管理者・投票立会人の推薦 

   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 
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  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３年５月 28 日（金） 席上資料により、郵送にて御提出下さい。 

   ※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３年６月 11 日（金）） 

 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別途送付させていただき 

ます。 

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

２．自治会町内会館整備について   （市民局地域活動推進課） 

 令和４年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 100 

万円以上）を予定している自治会町内会がございましたら都筑区役所地域振興課 

まで御連絡ください。補助金申請に必要な書類をお渡しいたします。 

  区役所への事前連絡期限：令和３年７月２日（金） 

  必要書類提出期限：令和３年７月 30 日（金） 

   ＜問合せ＞都筑区地域振興課（電話：045-948-2231） 

３．新型コロナウイルスワクチンの接種の状況について 

                   （健康福祉局健康安全課） 

新型コロナウイルスのワクチン接種について、４月に予定されている高齢者の接 

種開始に向け、現在の進捗状況について御説明いたします。 

   ＜問合せ＞ワクチン接種コールセンター（電話：0120-045-070） 

個別通知書発送日 対象者 接種の予約 備考 

４月２３日（金）  ８０歳以上 5 月 3日(祝）より 個別通知の案内で確認

４月３０日（金）  ７５歳以上   

５月１０日（月）  ７０歳以上   

５月１４日（金）  ６５歳以上   

 

４．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について （都市整備局ＩＲ推進課） 

 横浜イノベーションＩＲ広報冊子について 
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 横浜イノベーションＩＲの広報冊子を３月 31 日に発行しました。本冊子は 2020 年３月

27 日発行の日経マガジンスタイル「統合型リゾート（ＩＲ）特集号」を一部転載し、発

行したものです。 

 横浜イノベーションＩＲに関する平原副市長と経済評論家の岸博幸氏の特別対談や横浜

国立大学大学院都市科学部長（当時）川添裕氏、横浜青年会議所第 70 代理事長 三村悠

三氏の取材記事を掲載しています。 

 そのほか、「横浜イノベーションＩＲが目指すこと」など、ＩＲや横浜イノベーションＩ

Ｒに関する情報等もわかりやすく掲載しています。 

   ＜問合せ＞都市整備局 IR 推進課（電話：045-671-4135） 

５．令和２年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について（資源循環局政策調整課） 

令和２年度家庭ごみ収集量の実績（速報値）について情報提供します。 

   ＜問合せ＞資源循環局政策調整課（電話：045-671-2503） 

６．自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書の送付について（市民局地域活動推進課）  

このたび、調査報告書が完成いたしましたので、自治会町内会長様へ一部ずつ配 

付をさせていただきます。今後の自治会町内会活動に対する本市施策の資料とさ 

せていただくとともに、自治会町内会の皆様におかれましても今後の活動の御参 

考にしていただければ幸いです。 

   ＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

 

７．委託事業者による漏水調査の実施について（水道局配水部配水課） 

水道局では、株式会社 日本レップスに委託して都筑区内の地下漏水調査を行い 

ます。 

調査方法は、お客様が在宅の場合は水道メーターで漏水音の調査を行い、不在の場合は

宅地内に立ち入らず道路上で調査を行います。 

  本調査については、既に広報よこはま４月号にてお知らせしておりますが、 近、 

悪質な訪問を行う不審者情報が多数寄せられているため、自治会の皆様に調査の 

実施について改めてお知らせいたします。周知に御協力をいただけますようお願 

いいたします。 

 調査期間は、令和３年５月上旬から令和３年８月下旬までの平日午前８時 45 分か 
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ら午後５時 15 分まで 

   ＜問合せ＞配水課漏水管理係（電話：045-331-1838） 

８．都筑区さわやかスポーツ普及委員推薦依頼 (都筑区さわやかスポーツ普及委員会） 

当普及委員会は、平成６年度に発足し、区民の健康・体力づくりの一環として、 

老若男女を問わず、誰もが気軽にできる軽スポーツ・レクリエーションの普及活 

動を、普及委員の方々の協力を得ながら展開しております。令和２年度末をもち 

まして、各普及委員の任期満了となりました。新型コロナウイルスの影響で、依 

頼が遅れておりましたが、令和３･４年度の普及委員を各連合町内会自治会から２ 

名以上の御推薦をいただきたく御依頼申し上げます。 

   ＜問合せ＞都筑区さわやかスポーツ普及委員会（電話：080-3506-6046） 

９．緊急時情報伝達システムの運用に伴う連絡先登録・変更・削除の依頼及び受伝 

達訓練の実施について        （総務課） 

 都筑区では災害発生時等に、防災に関する情報を自治会町内会長等に提供すると 

ともに、会長等からの情報を迅速に集約することを目的に、「緊急時情報伝達シス 

テム」を平成 28 年度に導入しました。 

現在、主に連合町内会自治会会長及び自治会町内会会長に電話番号を御登録いた 

だいておりますが、新規登録や、会長の交代等による登録者の変更などございま 

したら、別添様式の御提出をお願いいたします。 

 また、災害時等に迅速かつ的確な情報の受伝達を行うため、緊急時情報伝達シス 

テムによる受伝達訓練を実施します。 

   ＜問合せ＞総務課（電話：045-948-2212） 

10．「災害時にも役立つ BOOK」の発行について（福祉保健課） 

 食の備蓄や口腔ケア、感染症予防対策など災害時にも役立つ日頃からの健康づく 

り情報が一冊にまとめられた「災害時にも役立つ BOOK」を区役所（１階総合案内・ 

２階健康づくり係）で配布しています。 

 つきましては、回覧による周知に御協力いただけますようお願いいたします。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2350） 

11．都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第22号の発行について  （福祉保健課）  

 都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第 22 号を発行しました。 

 地区紹介や感染症予防に関する健康情報を掲載しております。 

 つきましては、回覧による周知に御協力いただけますようお願いいたします。 
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   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948－2350） 

12．都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき あい通信」第 26 号の発行について 

                             （福祉保健課）  

第４期都筑区地域福祉保健計画の地区別計画「中間報告」を掲載した「つづき あ 

い通信」第 26 号を作成しました。つきましては、回覧による周知に御協力いただ 

きますよう、お願い申し上げます。なお、２月末から都筑区役所・都筑区社会福 

祉協議会・地域ケアプラザ等で配布しています。 

   ＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：045-948-2344） 

13．広報紙縁ジン 25 号の発行について    （地域振興課）  

広報紙縁ジン 25 号が 1月に発行されたので班回覧をお願いします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2238） 

14．都筑区青少年指導員オリジナル曲募集について（地域振興課）） 

都筑区青少年指導員の活動に使用するオリジナル曲を募集します。掲示板へのチ 

ラシの掲示をお願いいたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2236） 

15．治安情勢等について           （都筑警察署） 

  都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-1 

16．119 情報について            （都筑消防署） 

  都筑区内の消防状況について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 

 

１．中川連合町内会 総会    書面決議に変更 

  １）日 時：5月 22 日（土） 

２．中川社会福祉協議会「総会」 書面決議に変更 

  １）日 時：5月 29 日（土） 

３．都筑民家園生垣剪定協力のお願い 

１）日 時：5月 30 日（日） 

２）場 所：都筑民家園 庭園  

３）出席者：富岡・長部・岡本昭 

４．東京都市大学「第２３回東京都市大学横浜祭」  延期または中止 

  １）日 時：6月 6 日（土） 12：00～19：00 

                     7 日（日） 10：00～19：00 

５．中川連合町内会主催グランドゴルフ大会 
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１）日 時：7月 11 日（日） 

２）場 所：牛久保西公園グランド 

６．盆踊り大会の日程 

  １）日 時：８月７日（土）予定 検討中 

  ２）場 所：ひかりが丘公園 

７．2021 年度（令和３年度）事業計画および予算 

牛久保西町内会総会（4月 10 日開催）において承認された 2021 年度（令和 3年度） 

事業計画および予算を別紙のとおり報告します。 

８．その他 

 

 

 

 次回定例会は、６月 １２日（土）を予定しております。  
1・3 丁目・・・１８：００より 

   2・4 丁目・・・１９：００より 
 新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が発せられた場
合は、開催を中止し定例会資料を後日、班長あてに配布
します。 
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令和３年５月８日 

３年 ５月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．中川地区連合町内会総会 

１）日 時：５月２２日（土）14：00～   ＊書面審査 

３．社会福祉協議会総会 

  １）日 時：５月２９日（土）13：00～  ＊書面審査 

８．４．区グランドゴルフ（大塚体育部長） 

３）日時：６月６日（日）、予備日６月１３日 

４）出場：牛久保西１チーム 

５．中川連合グランドゴルフ大会 

  ① 日 時：７月１１日（日）予備日 7月 18 日（日） 

②  場 所：牛久保西グランド 

６．各種届け出・申請書・報告書等の作成提出 

  １）現況届提出（総務部）・・・・済 

２）地域活動推進費補助金活動実績報告・補助金交付申請書（財務部・防犯部） 

① 提出期限：８月３１日（火） 

② 提出先 ：地域振興課 

  ３）「町の防災組織」活動補助金実績報告・補助金交付申請書（防災部） 

① 提出期限：８月３１日（火） 

② 提出先 ：総務課 

  ４）ＬＥＤ防犯灯新設申請書（防犯部） 

    ① 提出期限：５月３１日（火） 

    ② 提出先 ：地域振興課 

  ８）防犯協会会員現況調査票・・・済 

７．令和３年度 上期町内会費集金・・・ 

    納入日    ：令和３年５月８日（土）１４：００ 

８．緊急時情報伝達システム受伝達訓練実施と登録 

１）訓練日：６月４日（金）午前１０：００ 

２）登録者：会長・副会長 

９．盆踊り大会 

  １）日 時：８月８日（土）、雨天の場合８月９日（日） 開催要検討 

  ２）場 所：ひかりが丘公園 

10．折りたたみゴミ箱 

  別紙 

 

11．その他 
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令和３年４月１７日（土） 

                                                   18：00～１・３丁目 

                                     19：00～２・４丁目 

２０２１年 ４月 定例役員会 
牛久保西町内会 

都筑区の人口 ：       人 （  ．１時点） 

都筑区世帯数：        世帯（  ．１時点） 

町内会会員数： ６６７世帯（ ４．１現在 個人 636 

メールアドレス：ushimail＠ushikubonishi.com 

ホームペ－ジ ：http：//www.ushikubonishi.com 

 

【市連報告事項】 

１．令和３年度日本赤十字社会費募集について （日本赤十字社都筑区地区委員会） 

令和２年度の日本赤十字社会費募集につきまして、コロナウイルス感染症の影響がある

中、格別の御協力をいただき厚く御礼申しあげます。 令和３年度の会費募集につきま

して、皆様の御理解と御協力を引き続きお願いいたします。一世帯あたりの目安額は 200

円を予定しています。 

   ＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

２．初期消火器具等設置費用の一部補助について  （消防局予防課） 

令和３年度の初期消火器具設置補助について、自治会町内会が初期消火器具等を新規、

更新設置及び一部更新設置する際の費用の一部を補助する事業の申請受付を開始します。 

   ＜問合せ＞都筑消防署予防課予防係（電話：045-945-0119） 

３．令和３年度地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ（市民局地域防犯支援課） 

地域が取り組む防犯活動の支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部を

補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、神奈川県と連携して実施いたします。 

【申請書、申請の手引配付場所】：都筑区役所地域振興課または下記市民局ホームページ 

【申請書類提出期限】：令和３年６月 30 日（水） 

【補助対象経費】：防犯カメラ等購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

【補助率】：防犯カメラ１台ごとに補助対象経費の 10 分の９ 上限額 200,000 円 

   ＜問合せ＞市民局地域防犯支援課（電話：045-671-3705） 

４．令和３年度 ＬＥＤ防犯灯整備事業について （市民局地域防犯支援課） 
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令和３年度は、電柱へのＬＥＤ防犯灯及び鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設工事を行いま

す。設置を希望する自治会町内会は、区役所地域振興課にて申請書をお受け取りのうえ

御提出ください。 

【提出期限】：令和３年５月 31 日（月）   

【提出先】：都筑区役所地域振興課 

   ＜問合せ＞市民局地域防犯支援課（電話：045-671-3709） 

５．「令和３年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について （市民局地域活動

推進課） 

「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をす

る方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運

営しています。令和３年度もこれまでと同様、継続して実施します。 

   ＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-3624） 

６．新型コロナウイルスワクチン接種について  （健康福祉局健康安全課）  

４月以降に予定されている接種開始に向けて、対象者別の接種時期や個別通知、接種手

法等について、御案内します。あわせて、各自治会町内会におけるポスター掲出につい

て、御協力をお願いいたします。 

   ＜問合せ＞健康福祉局健康安全課（電話：045-671-4890） 

７．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について  （都市整備局 IR 推進課） 

 １）ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について 

第１回～５回までの事業説明会の実績を報告します。また、サテライト会場については、

新型コロナウイルス感染症の影響等により、すべての会場での実施を見合わせました。 

２）横浜イノベーションＩＲのイメージポスターについて 

横浜イノベーションＩＲの情報を広く市民の皆様に知っていただくために、イメージポ

スターを作成し、３月は横浜駅中央西口駅前広場や鉄道６社の駅構内に掲出しています。 

３）横浜イノベーションＩＲのオンラインシンポジウム開催について 

横浜イノベーションＩＲに関するオンラインシンポジウムを３月 27 日（土）13 時に開催

します。YouTube サイトでライブ配信しますので、どなたでもご覧いただけます。 

 ４）広報よこはま特別号の発行について 

１月 21 日に発表した実施方針の内容をご説明する広報よこはま特別号を３月 14 日に発
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行しました。 

   ＜問合せ＞都市整備局 IR 推進課（電話：045-671-4135） 

８．地域の防犯パトロールマニュアル動画の配信・DVD貸出のお知らせ（市民局地域防犯支援課） 

自治会町内会等の防犯担当の方向けに地域の防犯パトロールを効果的に行うためのポイントを

まとめた動画を制作いたしました。 

つきましては、皆様に御視聴いただけますようお願い申し上げます。 

   ＜問合せ＞市民局地域防犯支援課（電話：045-671-3705） 

９．申請書等への押印・署名の見直しについて （市民局地域活動推進課） 

本市に御提出いただく申請書等について、押印・署名の見直しを行い、準備が整ったも

のから３月１日以降順次、押印・署名を廃止しています。そのうち、自治会町内会に関

係する主な手続きの取扱いをまとめましたのでお知らせいたします。 

   ＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

10．令和２年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査結果（速報）について （市民局地域活

動推進課） 

自治会町内会・地区連合町内会アンケートへの回答に御協力いただきありがとうござい

ました。単純集計の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。 

   ＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

【区関係報告・依頼事項】 

11．第22回都筑区グラウンドゴルフ大会への選手の推薦について （都筑区スポーツ推進委員連絡

協議会） 

グラウンドゴルフ大会を次のとおり開催します。つきましては、各地区連合より参加選

手の推薦をお願いします。 

 １）主催 都筑区スポーツ推進委員連絡協議会 

 ２）日時 令和３年６月６日（日）午前９時～（予定） 

※雨天の場合、令和３年６月 13 日（日）午前９時～ 

 ３）会場 ＪＡきたグラウンド 

 ４）推薦について 

  ①推薦人数 １チーム６名を１～２チーム（合計６名～12 名） 

    ※中学生以上の方で性別は問いません。 



 

―72― 
 

    ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からチーム数を減らしておりま

す。 

  ②推薦期限 令和３年４月９日（金） 

③提出方法 別添の推薦書に御記入のうえ、都筑区役所地域振興課区民活動係あてに

ＦＡＸでお送りください。 

 ５）参加料について 

  ①参加料  １チームあたり 3,000 円 

  ②納入期限 令和３年５月 12 日（水） 

  ③納入方法 都筑区地域振興課区民活動係まで直接お持ちください。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2235） 

12．令和３年度自治会町内会現況届及び地域活動推進費補助金等について（地域振興課） 

 自治会町内会の実態の把握、及び補助金の支給手続きのため以下の書類の提出をお願い

いたします。 

  １）現況届 

    提出期限：令和３年４月 30 日（金） 

    提出先 ：地区連合町内会 

   ※連合ごとに取り纏めの上、地域振興課に令和３年５月 31 日（月）までに御提出を

お願いいたします。  

  ２）令和２年度地域活動推進費補助金活動実績報告書 

    提出期限：令和３年８月 31 日（火） 

    提出先：地域振興課 

   ※令和２年度に補助金を申請した自治会町内会は必ず御提出ください。 

  ３）令和３年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書 

    提出期限：令和３年８月 31 日（火） 

    提出先：地域振興課 

   ※詳細につきましては、区連会終了後、各自治会町内会長あての配送資料を御確認

ください。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

13，令和３年度地域防犯活動助成金交付申請及び報告について  （地域振興課） 
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都筑区では、自主防犯活動を実施する団体に対して「都筑区地域防犯活動助成金」を交

付しています。令和２年度に助成金の交付を受けた場合、並びに令和３年度に助成金の

交付を希望する場合は、申請書類等を御提出いただきますようお願いいたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2234） 

14．令和３年度「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び前年度の活動報告について 

（総務課）  

令和３年度につきましても、地域防災活動の支援の一環で、「町の防災組織」の行う防災

活動に対して、町の防災組織活動費補助金（１世帯あたり 160 円）を交付します。 

貴団体におかれまして申請をする場合には、町の防災組織活動費補助金交付申請書を総

務課に御提出ください。 

また、令和２年度に補助金の交付を受けた団体につきましては、町の防災組織活動費補

助金実績報告書を総務課に御提出ください。 

   ＜問合せ＞都筑区総務課（電話：045-948-2212） 

15．都筑区災害時要援護者支援事業補助金の令和３年度の申請及び令和２年度の精算の御

案内について  （福祉保健課） 

都筑区では、災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」について、各地区の取組を支

援するため、補助金を交付しております。つきましては、令和３年度に事業を実施する

地区からの補助金の申請及び、令和２年度に交付した補助金の精算について御案内いた

します。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

16．令和３年度における地域懇談会の開催について  （福祉保健課） 

第４期地区別計画を推進するため、令和３年 12 月末までに地域懇談会を開催いただきま

すようお願いいたします。また、別紙１「『第４期都筑区地域福祉保健計画地域懇談会』

の日時・会場等について」の御提出をお願いいたします。 

なお、新型コロナ感染症の拡大状況によっては、地域懇談会の中止または延期をお願い

する場合もある事を御了承ください。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

17．令和２年度「つづき あいフォーラム」の開催について（延期後） （福祉保健課） 

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令を受け、延期していました令和２
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年度「つづき あいフォーラム」を次のとおり、一部開催方法を変更し、開催します。 

   ＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

18．令和３年度都筑区家庭防災員自主活動補助金説明会の開催について（都筑消防署） 

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の説明会を実施

します。自治会町内会長あてに説明会の案内を送付し、参加人数の報告を依頼します。 

   ＜問合せ＞都筑消防署 予防課予防係（電話：045-945-0119） 

19．令和３年度 都筑野菜朝市の開催について（上半期） （区政推進課） 

地元の農家さんに御協力いただき、都筑区総合庁舎で定期開催している都筑野菜朝市に

ついて、令和３年度上半期の開催日が決まりましたのでお知らせします。 

なお、これまで朝市は毎月第２・４土曜日に開催していましたが、令和３年度より、曜

日が変更となり、毎月第２・４火曜日及び第４土曜日に変更となります。 

また併せて、開催場所も、これまで総合庁舎前で開催していたものを、駐車場横通路に

変更となります。 

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。 

   ＜問合せ＞区政推進課（電話：045-948-2227） 

20．都筑区役所の係名の一部変更について（令和３年４月）  （総務課） 

令和３年４月から高齢・障害支援課とこども家庭支援課の係名が変更となります。 

   ＜問合せ＞都筑区総務課（電話：045-948-2212） 

21．消防署の機構改革について （都筑消防署庶務課）  

消防署の警防体制やマネジメント体制を強化するため、これまで係長に相当する階級を

配置していた予防課長、警防第一課長、警防第二課長等の職位・職責を見直し、課長に

相当する階級を配置する「総務・予防課長」、「警防課長」、「警防第一担当課長」、「警防

第二担当課長」に再編します。 

   ＜問合せ＞都筑消防署庶務課（電話：045-945-0119） 

22. 治安情勢等について （都筑警察署） 

都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-1 
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23．119 情報について（都筑消防署） 

都筑区内の消防状況について報告します。・・・資料-2 

 

【町内会報告・依頼事項】 
１．令和 3年度「新班長」・「体育委員」の選任依頼について 

  各班にて令和 3年度班長・体育委員を選任いただき有難うございました。どうぞよろしくお

願いします。 

２．入学式・・・来賓なし 

１）4月 7 日（水）都筑小学校・牛久保小学校・中川西小学校・中川小学校 

中川中学校・中川西中学校 

３．「花まつり」の開催 中止 

  １）日 時： 4 月 8 日（木） 

４．牛久保西町内会「総会」 議決権行使書による方式 結果は項目９の通り承認されました． 

  １）日 時： 4 月 10 日（土） 

５．ふれあいクラブ「総会」 書面議決 

１）日 時： 4 月 25 日（日）   

  ２）場 所： 牛久保西町内会館 

６．中川連合町内会「総会」  書面議決 

１）日 時： 5 月 22 日（土）14：00～ 

  ２）場 所：ＪＡ横浜都筑中川支店 

７．中川社会福祉協議会「総会」  書面議決 

１）日 時： 5 月 29 日（土）13：00～ 

  ２）場 所：中川地域ケアプラザ 

８．上期町内会費徴収のお願い  別紙 

  １）一般会員 月額 250 円×６か月＝1500 円徴収をお願いします。 

         別途資料を配布します。よろしくお願いします。 

  ２）特別会員はブロック長が徴収します。 

  ３）5月 8日（土）午後 2時-3 時に町内会館にお持ちください。 

９．総会結果 

4 月 10 日に町内会の総会を書面決議で行った結果、次の通りすべての議案が承認されたので

お知らせします。 

これにより令和３年度も年間スケジュールを推進していきますので会員の一層のご協力をお

願いします。 

          対象者   賛成   否決     回答なし 

１）理事・監査   １８名  １８名   

２）班長      ４６名  ４４名   1 名（一部否認） ２名             

３）各種団体役員  ２４名  ２２名           ２名 

10．その他 
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次回定例役員会は、５月８日（土） 
  １）１．３丁目・・・18：00～ 
    ２）２．４丁目・・・19：00～ 

よろしくお願いします。 
 なお、町内会会費納入を 14：00～15：00 で 
 行いますのでお願いします。 
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令和３年４月１７日 

３年 ４月 理事会 
１．防犯パトロール実施報告の提出について（ブロック長 防犯部長） 

 １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

２．小学校・中学校入学式  １）日 時：４月７日（水）・・・来賓なし 

３．牛久保西町内会総会 

  １）日 時：４月１０日（土）* 議決権行使書による 

４．ふれあいクラブ総会  書面議決 

  １）日 時：４月２５日（日）   ２）場  所: 牛久保西町内会館 

５．中川地区連合町内会総会 

１）日 時：５月２２日（土）14：00～   ＊書面審査 

６．社会福祉協議会総会 

  １）日 時：５月２９日（土）13：00～  ＊書面審査 

７．牛久保西町内会世帯数・・・ ４月１日現在：６６７世帯 

９．つづきそなえ 

令和２年度報告書を４月２５日までに提出（佐藤前防災部長） 

１０．区グランドゴルフ（大塚体育部長） 

５）日時：６月６日（日）、予備日６月１３日 

６）出場：牛久保西１チーム 

10．各種届け出・申請書・報告書等の作成提出 

  １）現況届提出（総務部） 

① 提出期限：４月３０日（金） 

② 提出先 ：地区連合会長 

３）地域活動推進費補助金活動実績報告・補助金交付申請書（財務部・防犯部） 

③ 提出期限：８月３１日（火） 

④ 提出先 ：地域振興課 

  ３）「町の防災組織」活動補助金実績報告・補助金交付申請書（防災部） 

① 提出期限：８月３１日（火） 

② 提出先 ：総務課 

  ４）ＬＥＤ防犯灯新設申請書（防犯部） 

    ① 提出期限：５月３１日（火） 

    ② 提出先 ：地域振興課 

  ８）防犯協会会員現況調査票 

    ① 提出期限：５月６日（木） 

②提出先 ：防犯協会 

11．令和３年度 上期町内会費集金・・・ 

  納入日    ：令和３年５月８日（土）１４：００ 

ブロック長：集金手続きお願いします。 

12．都筑民家園庭園清掃 
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  １）日時：5月 30 日（日）9:00～  各町内会 3名   

13．その他 

 


