台風のため中止

令和４年 8 月 13 日

18：00～１・3 丁目
19：00～2・4 丁目

２０２２年

８月

定例役員会

牛久保西町内会
都筑区の人口 ：２１４,７５６人 （ ７ ．１時点）
都筑区世帯数： ８７,００１世帯（ ７ ．１時点）
町内会会員数：
６８０世帯（ ７ ．１現在 個人 650)
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
＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８）
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）（都筑消防署）
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。
＜問合せ＞都筑消防署総務・予防課予防係（電話：９４５－０１１９）
３．「特別自治市」制度の実現に向けた取組について

（政策局制度企画課）

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
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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。
＜問合せ＞政策局制度企画課（電話：６７１－２９５２）
４．ねんりんピックかながわ 2022 の開催について（健康福祉局高齢健康福祉課）
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）
＜問合せ＞健康福祉局高齢健康福祉課（電話：６７１－３９２０）

５．自治会町内会のための講習会の開催について

（市民局地域活動推進課）

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。
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。
(1) 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）
(2) 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

＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：６７１－２３１７）

【区関係報告・依頼事項】
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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
（都筑区社会福祉協議会）
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。
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。
＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８）
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（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
＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２２３４）
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（地域振興
課）
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 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）

＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２２３８）
９．第 14 回都筑区認知症フォーラムの開催について

（高齢・障害支援課）

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
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講師

ふれあい鶴見ホスピタル副院長

定員

先着：

申込

８月８日（月）～９月２日（金）

石井 映幸

医師

200 名（参加無料）
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。

＜問合せ＞都筑区高齢・障害支援課（電話：９４８－２３０６）
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
（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。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：９４８－２３４１）
11．都筑区 NPO 法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第４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。
＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２４７４）
12．第 26 回参議院議員通常選挙の結果について（都筑区選挙管理委員会（総務
課））
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。
＜問合せ＞都筑区選挙管理委員会（総務課）（電話：９４８－２２１５）
13．充電式バッテリーの排出について（お願い）（資源循環局都筑事務所）
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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。
＜問合せ＞資源循環局都筑事務所（電話：９４１－７９１４）
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
（区政推進課）
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。
＜問合せ＞区政推進課（電話：９４８－２２２３）
15．令和４年度秋の全国交通安全運動について

（地域振興課）

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。
＜問合せ＞：地域振興課（電話：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】
１．盆踊り大会・・・コロナ感染拡大により中止
２．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）
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①
個人 １口１０００円
②
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１９日に敬老の日を迎えます。
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

次回定例会は、９月１０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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台風のため中止

４年

８月

令和４年８月１３日

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...出場辞退
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
４. 敬老の日の集い
１）希望対象者には粗品を配布する。
調査票を 8 月 13 日の定例会に提出、又はブロック長に届けるように班長あて
依頼済。
５．中川連町夏季反省会
中止
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．地域懇談会
１）日時 9 月 17 日（土）14：00～
２）会場 中川ケアプラザ
３）出席 町内会５名
８．２０２３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
９．地権者感謝会
実施の検討
１）実施する場合、8 月末に案内を送らなければならない。
２）実施しない場合、書面と粗品を送付する。
10．民生委員選任報告
１）民生委員
前井 数美さん、中村
均さん
２）地区委推薦準備会
① 2022.7.16（土）
② 2022.8.11（祝）
３）提出 2022.8.12（金）
11．社協視察研修
１）日時 11 月 15 日（火）
２）場所 東京臨海広域防災公園
３）出席 各町内会２名 富岡と who
10．その他
以上
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令和４年

７月９日

18：00～１・3 丁目
19：00～2・4 丁目

２０２２年

７月

定例役員会

牛久保西町内会
都筑区の人口 ：２１４,８２７人 （ ６ ．１時点）
都筑区世帯数： ８６,９１８世帯（ ６ ．１時点）
町内会会員数：
６８０世帯（ ５ ．１現在 個人 650)
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.「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」の策定と出前説明会の実施につ
いて

（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、「横浜市の持続的な発展に向けた
財政ビジョン（以下、「財政ビジョン」）」を策定しました。
市民の皆様に「財政ビジョン」を理解していただくため、財政局職員が市民の皆さ
まのところにお伺いし、直接ご説明する出前説明会を実施していきます
＜問合せ＞財政局財政課（電話：６７１－２２３１）
２．新たな中期計画の基本的方向の市民意見募集について
（政策局政策課）
令和４年度に策定する新たな中期計画について、策定にあたっての考え方や骨子を
示した「新たな中期計画の基本的方向」をとりまとめました。この「新たな中期計
画の基本的方向」について、市民意見募集を行います。
意見の募集期間：令和４年７月 15 日（金）まで
※お手紙、FAX、電子メールまたは電子申請システムでご意見をお寄せください。
※本編冊子は、横浜市ホームページ、市民情報センター及び区役所広報相談係でご
覧いただけます。
＜問合せ＞政策局政策課（電話：６７１－２０１０）
３．横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）改定に係るパブリック
コメントについて

（建築局住宅政策課）

本市の住宅部門の基本計画である、横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基
本計画）について、現行計画の策定からおおむね５年を迎え、国の住宅政策の動向、
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社会・経済情勢の変化等を踏まえ改定するにあたり、このたび改定素案を公表し、
パブリックコメントを実施します。
パブリックコメント実施期間： 令和４年７月１日（金）から８月１日（月）まで
※パンフレットを区役所広報相談係で配架するほか、改定素案の本編冊子は、広報
相談係で閲覧できます。また、パンフレットと冊子は、横浜市のホームページに
も公開します。
＜問合せ＞建築局住宅政策課（電話：６７１－２９２２／６４１－２７５６）

【区関係報告・依頼事項】
４．令和４年度都筑区更生保護協会賛助金の募集および「第 28 回都筑区社会を明る
くする運動」ポスター掲示について

（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 28 回都筑区社会を明るくする運
動」の啓発広報活動を実施します。
今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮した上で、実施いたします
が、趣旨にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
つきましては、「社会を明るくする運動」をはじめとする更生保護活動の推進を目
的に、都筑区更生保護協会への賛助金の募集およびポスター掲示につきまして、ご
協力をお願いいたします。
目安額：１世帯あたり２０円
＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８）
５．マイナンバーカードの普及に係る出張申請サポートについて

（戸籍課）

都筑区では、より多くの区民の皆様にマイナンバーカードをお持ちいただくため、
連合町内会自治会館又は自治会町内会館等への出張申請サポートを実施します。希
望される地区は、申込書をご提出くださいますようお願いいたします。
実施期間：７月下旬から９月下旬のうち、一連合あたり一日（平日及び土日祝日も
可能です。）
＜問合せ＞戸籍課（電話：９４８－２２５５）
６．令和４年度地域づくり大学校の受講者募集について

（地域振興課）

自治会活動の活性化をはじめとする地域活動、まちづくりのノウハウを学ぶ連続講
座「地域づくり大学校」を令和４年度も実施します。自治会町内会の役員の皆様か
らのご応募もお待ちしています。
＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２４７４）
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７．民生委員・児童委員及び主任児童委員一斉改選に向けたホームページと配信動
画の活用及びポスターの掲出について

福祉 保健課）

先日御依頼しました、一斉改選に向けた説明会においては、多くの皆さまにご参加
いただき厚く御礼申し上げます。
説明会の中でご要望がありましたように、区民に向けた民生委員児童委員の活動紹
介および提出資料のデータでのダウンロードができるよう、ホームページを改訂し
ました。
また、ご多用のため説明会に御出席いただけなかった方へ向けて、説明資料の動画
配信と当日いただいたご質問および回答を新ホームページにて掲出しています。ご
覧いただき推薦手続きの一助となりましたら幸いです。
最後に、民生委員・児童委員の活動について区民の皆さまへの関心を高め、候補者
の推薦に御理解と御協力をいただくことを目的として、各自治会町内会の掲示板に
ポスターの掲出をお願いいたします。
なお、ご不明な点やご要望がありましたら、担当までお問合せいただきますようお
願い申し上げます。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：９４８－２３４１・２３４２）
８．参議院議員通常選挙の投票日について （都筑区選挙管理委員会（総務課））
参議院議員通常選挙の投票日が令和４年７月 10 日（日）に決定しました。
選任いただいた各投票所の投票管理者・投票立会人・民間従事者をはじめ、地域の
皆様には引き続きご協力をお願いいたします。
また、区内２か所に期日前投票所を設置しますので、ご利用ください。
【選挙の概要】
１ 選挙の日程
（１）公示日
令和４年６月 22 日（水）
（２）投票日 令和４年７月 10 日（日） 午前７時～午後８時
（３）開票日 令和４年７月 10 日（日） 午後９時 15 分開始（予定）
（４）期日前投票
ア 区役所１階区民ホール
令和４年６月 23 日（木）～７月９日（土） 午前８時 30 分～午後 8 時
イ ＪＡ横浜 都筑中川支店
令和４年７月２日（土）～７月９日（土） 午前９時 30 分～午後 8 時
２ 投・開票所
（１）投票所 区内 31 か所
（２）開票所 都筑スポーツセンター
＜問合せ＞都筑区選挙管理委員会（総務課）電話：９４８－２２１５・２２１６）
９．第 28 回都筑区民まつりについて
（地域振興課）
「笑顔あふれる ふるさと都筑」をキャッチフレーズとして、11 月３日(木・祝)
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に、第 28 回都筑区民まつりを開催します。
３年ぶりの開催となる今回の区民まつりは、センター南駅周辺および都筑区総合庁
舎周辺を会場として、新型コロナウイルス感染症の影響等に留意し、感染症対策を
講じたうえで 開催します。
＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２２３１）
10．都筑区連合町内会自治会ＷＥＢページへの区連会資料の掲載に ついて地域振興課）
令和３年３月に開設した都筑区連合町内会自治会のＷＥＢページに、毎月の区連会
レジュメ（本紙）を掲載しています。令和４年６月からは、配付資料の PDF データ
も掲載しますのでご活用ください。
なお、冊子など一部資料につきましては掲載できない場合がありますのでご了承く
ださい。
＜問合せ＞都筑区連合町内会自治会事務局（電話：９４８－２２３１）
11．令和４年度夏の交通事故防止運動について
（地域振興課）
「令和４年度夏の交通事故防止運動」をお知らせします。自治会町内会における周
知に御協力をお願いします。
１．目的
夏のレジャーなどに起因する過労運転や、夏特有の解放感による無謀運転など
により交通事故が多発することが懸念されることから、市民一人ひとりが交通
安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通
じて、交通事故防止の徹底を図ります。
２．実 施 期 間：令和４年 7 月 11 日（月）～7 月 20 日（水）の 10 日間
３. スローガン：「交通ルールを守って 夏を楽しく安全に」
４. 重 点 項 目
（１）過労運転・無謀運転の防止
（２）高齢者と子どもの交通事故防止
（３）自転車の交通事故防止
（４）二輪車の交通事故防止
＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２２３２）

12．119 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

13．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．中川連合町内会主催グランドゴルフ大会・・・牛久保西は不参加
１）日 時：7 月 1７日（日）
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２）場 所：牛久保西公園グランド
２．盆踊り大会・・・コロナ感染拡大により中止
３年ぶりに盆踊り大会を開催します。ご近所・友人を誘ってご出席ください。
１）日 時：８月６日（土）17：00～（雨天の場合８月７日（日）
２）会 場：ひかりが丘児童公園（牛久保西４丁目）
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１９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、昨年同様対象
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．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中止となりました。
６．その他

次回定例会は、８月１３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４年７月９日

４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 コロナ感染拡大のため参加を辞退します
１）日 時：７月１７日（日）
２）場 所：牛久保西グランド
３. 盆踊り大会 コロナ感染拡大のため中止します
１）日 時：８月６日（土）
２）場 所：ひかりが丘公園
３）スケジュール：添付
４. 敬老の日の集い
１）集いは中止とし昨年同様にする。
２）調査票を各班にお願いし、希望対象者には粗品を配布する。
３）粗品の検討
５．中川連町夏季反省会
１）日 時：８月２５日（木）
２）会 場：
６．地権者感謝会
実施時期を秋に延期し、実施することとする。
３）日 時：１０月３０日（日）予定
４）その他：８月に案内をお送りする。
７．その他
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令和４年 ６月１１日

18：00～１・3 丁目
19：00～2・4 丁目

２０２２年

６月

定例役員会

牛久保西町内会
都筑区の人口 ：２１４,６２０人 （ ５ ．１時点）
都筑区世帯数： ８６,７４７世帯（ ５ ．１時点）
町内会会員数：
６８１世帯（ ５ ．１現在 個人 650)
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. 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に
ついて
（都筑区福祉保健課）
民生委員児童委員の一斉改選にむけて、各地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会を
開催し、候補者を推薦していただきますよう、各自治会町内会長の皆様のご協力を
お願いいたします。【提出書類〆切：８月 19 日（金）】
推薦手続きにあたり、自治会町内会会長向け説明会を開催しますので御出席ください。
【開催日程】
・第１回

６月１日（水）午前 10 時から午前 11 時 30 分まで

・第２回

６月２日（木）午後６時 30 分から午後８時まで

・第３回

６月５日（日）午後６時 30 分から午後８時まで

＜問合せ＞福祉保健課（電話：948⁻2341）

２．地域防災活動支援に向けた研修等のご案内について（総務局地域防災課）
地域防災活動支援に向けた研修等のご案内をします。
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
＞」のご案内
② 地震火災や風水害の備え等、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＞」のご案内
③ 一人ひとりの避難行動を平時から災害時まで一体的に支援する「横浜市 避難ナビ」の
ご案内
④ 「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」一部改正の ご案内
＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：671-3456）
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３．浸水ハザードマップ発行について

（総務局地域防災課）

洪水・内水（ないすい）・高潮の３つのハザードマップを１冊にまとめた浸水ハザード
マップを作成しました。今年度は、区内の全世帯・全事業所に委託事業者が配布します。
浸水ハザードマップのほかに、リーフレット（案内状）と一人ひとりの避難計画を作成
していただき、避難行動につなげてもらう「マイ・タイムライン」をあわせて配布しま
す。
配布時期：５月末～８月
＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：671-2011）

４．新型コロナワクチンの４回目接種について

（健康福祉局健康安全課）

新型コロナワクチンの４回目接種を実施しますので、情報提供します。
・個別通知（接種券）の発送
・接種体制
・予約方法及び予約代行
＜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）

【区関係報告・依頼事項】
５．家具転倒防止対策助成事業のご案内について

（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居住者全員が下記要件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
申請者のご負担となります。）
【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４年７月 31 日まで（市全体で先着 300 件）
【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
＜問合せ先＞総務局地域防災課（電話：671-3456）

６．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）
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
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ドバイザー（専門家）を派遣する事業を令和４年度も実施いたします。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。まずはお気軽にご相談のお電話をください。
＜問合せ＞地域振興課（電話：９４８－２４７４）

７．令和４年度都筑区自治会町内会長研修について（都筑区連合町内会自治会）
「令和４年度都筑区自治会町内会長研修」を開催しますので、参加の可否を自治会毎にお
とりまとめの上、御回答をお願いします。
・回答期限：令和４年６月 17 日（金）
＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2231）

８．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ご協力のもと、賛助会員の募集を行います。
令和 4 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い
いたします。
＊ 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(水)まで
受付をいたします。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。
＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058）

９．令和 4 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ご協力
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。
＜令和 4 年度目安額＞
一世帯あたりの目安額：200 円（昨年度と同額）
＊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 月末日まで受付を
いたします。各自治会町内会のご事情に応じて柔軟なご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．令和４年度都筑区家庭防災員研修及び自主活動補助金申請について
（都筑消防署）
令和４年度都筑区家庭防災員研修について、自治会町内会長を通じ受講希望者の募集を依
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頼します。
なお、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について説
明します。
＜問合せ＞都筑消防署総務・予防課予防係（電話：９４５－０１１９）

11．都筑消防団広報誌「DANDAN」第 7 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７号では、都筑消防団で初の女性消防
団員を中心とした訓練について紹介しています。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、班回覧をお願いします。
＜問合せ＞都筑消防署（電話：９４５－０１１９）

12．広報紙縁ジン 30 号について

（地域振興課）

広報紙縁ジンが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：948-2236）

13．つづき体協レポート第 28 号について

（都筑区体育協会）

令和３年度活動報告と令和４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３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には開催出
来ませんでした。感染防止策を強化し変則的ではありますが、実施する事が出来た各専門
部の活動を中心に掲載しました。
＜問合せ＞都筑区体育協会（電話：941-1654（090-8878-0459）
）

14．救急隊の配置について

（都筑消防署）

増加する救急需要に効果的・効率的に対応していくため、本年度都筑消防署北山田消防出
張所に救急隊を１隊増隊します。
＜問合せ＞都筑消防署（電話：945-0119）

15．令和 4 年度鶴見川水防訓練の実施について

（都筑区総務課）

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、川和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）

16．令和４年度二輪車交通事故防止強化月間／暴走族追放強化月間について
（地域振興課）
「令和４年度二輪車交通事故防止強化月間／暴走族追放強化月間」をお知らせします。自
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治会町内会における周知に御協力をお願いします。
①目的
多発する二輪車の交通事故を防止するため、二輪運転者の交通安全意識を高める運動を
市民総ぐるみで展開するとともに、暴走族（四輪を含む）追放気運を醸成して暴走族へ
の加入防止と離脱の促進を図ります。
②期間
令和４年 6 月 1 日（水）～6 月 30 日（木）の 1 か月間
③スローガン
「運転に ゆとり
「暴走は

やさしさ

思いやり」

しない させない ゆるさない！」

④重点項目
（１）二輪車の交通事故防止
（２）暴走族の追放
＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2323）

17．都筑区チャリティーゴルフ大会の終了について
（都筑区チャリティーゴルフ実行委員会）
４月 27 日に、都筑区チャリティーゴルフ大会実行委員会が開催され、チャリティーゴル
フ大会の終了と、実行委員会の解散が決まりましたので、ご報告いたします。
これまで、地域の皆様には、大会の運営並びに協賛金品等について、多大なご協力をいた
だき、ありがとうございました。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2342）

18．119 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

19．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 総会
書面決議
１）日 時：5 月 21 日（土）
２．中川社会福祉協議会「総会」 書面決議
１）日 時：5 月 28 日（土）
３．都筑民家園生垣剪定協力のお願い
１）日 時：5 月 29 日（日）
２）場

所：都筑民家園

庭園
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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」
１）日 時：6 月 11 日（土）
12 日（日）
５．中川連合町内会主催グランドゴルフ大会
１）日 時：７月１７日(日）（予備日なし）
２）会 場：牛久保西公園グランド

延期または中止

６．盆踊り大会の開催
３年ぶりに盆踊り大会を開催します。ご近所・友人を誘ってご出席ください。
３）日 時：８月６日（土）17：00～（雨天の場合８月７日（日）
４）会 場：ひかりが丘児童公園（牛久保西４丁目）
７．盆踊り大会の太鼓メンバー募集
盆踊りの際、太鼓を叩く小学生を募集します。参加希望の方は次の練習に参加していた
だくことになります。
１）練習日時：７月１日（金）・４日（月）
・８日（金）
・１１日（月）
１５日（金）・１８日（祝） 各１７：００～１８：４５
２）練習場所：都筑小学校 体育館内ステージ
３）申込先：岡本文化部長 090-8173-3106
長部総務部長 080-2553-0212
８．弔意通知
１）４丁目在住の小畠 徳行さんには４月２６日（満 86 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。
９．その他

次回定例会は、７月 ９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
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令和４年６月１1 日

４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２１日（土） ＊書類決議
３．社会福祉協議会総会
１）日 時：５月２８日（土） ＊書類決議
４．中川連合グランドゴルフ大会
未定
① 日 時：７月１７日（日）予備日なし
① 場 所：牛久保西公園グランド
５．各種届け出・申請書・報告書等の作成提出
１）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（水）
② 提出先 ：地域振興課
２）
「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（水）
② 提出先 ：総務課
６．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３日（金）午前１０：００
２）登録者：会長・副会長
７．盆踊り大会
１）日 時：８月６日（土）
２）場 所：ひかりが丘公園
３）スケジュール：添付
８．地権者感謝会
実施時期を秋に延期し、実施することとする。
５）日 時：１０月１６日（日）
６）その他：８月に案内をお送りする。
９．その他
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令和４年 ５月１４日
18：00～１・3 丁目
19：00～2・4 丁目

２０２２年

５月

定例役員会

牛久保西町内会
都筑区の人口 ：２１４,４３６人 （ ４ ．１時点）
都 筑 区 世 帯 数： ８６,５８９世帯（ ４ ．１時点）
町 内 会 会 員 数：
６８１世帯（ ４ ．１現在 個人 650)
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】
１．参議院議員通常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
（都筑区選挙管理委員会（総務課））
令和４年７月 10 日（日）に執行想定の参議院議員通常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）公示日 令和４年６月 22 日（水）
（２）投票日 令和４年７月 10 日（日） 午前７時～午後８時
（３）開票日 令和４年７月 10 日（日） 午後９時１５分開始（予定）
（４）期日前投票
ア 区役所１階区民ホール
令和４年６月 23 日（木）～７月９日（土） 午前８時 30 分～午後８時
イ ＪＡ横浜 都筑中川支店
令和４年７月 ２日（土）～７月９日（土） 午前９時 30 分～午後８時
２ 投・開票所
（１）投票所 区内 31 か所
（２）開票所 都筑スポーツセンター
【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
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４年５月 20 日（金） 席上資料により、郵送にて御提出下さい。
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※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４年６月３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５年度に町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象工事費 100
万円以上）を予定している町内会については、各区役所へ書類の提出をお願いします。
＜問合せ＞都筑区地域振興課（電話：948-2231）
３．令和３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３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：671-2503）
４．敬老特別乗車証のＩＣ化について
（健康福祉局 高齢健康福祉課）
令和４年 10 月から、敬老特別乗車証（敬老パス）を、プラスチック製の「ＩＣカード」
に変更します。４月下旬から対象の方へ御案内をお送りします。
＜問合せ＞健康福祉局 高齢健康福祉課（電話：671-2406）
５．地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について
（健康福祉局地域支援課）
今後ますます進展する超高齢社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域包
括ケアシステムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中の
相談支援の充実・強化を図るため、地域ケアプラザの夜間利用方法を変更します。
① 【令和４年 10 月～】福祉・保健に関する相談時間の変更（全施設）
② 【令和５年 ４月～】予約がない場合の夜間閉館の試行実施（対象施設のみ※）
※対象施設は令和４年８月頃決定します。
＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：948-2345）

【区関係報告・依頼事項】
６「災害時にも役立つＢＯＯＫ」配布について（依頼） （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」について、希望町内会への配布を実施
します。つきましては、配布を希望する場合は、アンケートの回答をお願いいた
します。
アンケート提出期限：令和４年５月 31 日（火）
配布予定：令和４年７月～８月予定
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2350）
７．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に防災に関する情報や、その他伝達すべき情報について、自治会
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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
式の提出をお願いします。
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
よる受伝達訓練を下記日程にて実施します。
【受伝達訓練実施日時】
令和４年６月３日（金）午前 10 時
＜問合せ＞総務課（電話：948-2212）
８．令和４年度つづき あい基金助成金の申請について
（都筑区社会福祉協議会）
令和４年度の「つづき あい基金」助成金申請団体を募集します。第４期都筑区地域福祉
保健計画（以下、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解決に向
けた活動を行う団体に対し、「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。
連合自治会町内会、自治会町内会からの申請について御検討いただくとともに、該当団
体がございましたら御紹介くださいますようお願いいたします。
１ 申請書類配布・申請受付：令和４年４月 25 日（月）から
２ 申込締切：令和４年５月 27 日（金）
３ 申請書類配布・受付先 都筑区社会福祉協議会
※申請書類は上記日時から都筑区社会福祉協議会のホームページからダウンロードでき
ます。
＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058）
９．広報紙「しゅんらん」59 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 59 号を発行いたしました。班回覧について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：943-4058）
10．都筑区めいすい通信について （都筑区明るい選挙推進協議会事務局（総務課））
この度、都筑区明るい選挙推進協議会の広報紙「都筑区めいすい通信」を作成しました。
区内で選挙啓発を行う明るい選挙推進委員・推進員の活動内容を、区民の皆様に広く知
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＞総務課（電話：948-2215）
11．広報紙縁ジン 29 号について
（地域振興課）
広報紙縁ジン 29 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：948-2238）
12．都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第３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
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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３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紹介しています。是非ご覧ください。
＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2474）
13．都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第23 号の発行について
（福祉保健課）
このたび、都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第 23 号を発行しました。各地区の活
動紹介や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をお願いいたします。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2350）
14．都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき

あい通信」第 27 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情報誌「つづき あい通信」第 27 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をお願いします。なお、３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＞福祉保健課（電話：948-2344）
15．令和３年度「つづき あいフォーラム」第２部 第４期都筑区地域福祉保健計画発表「地域活動者によ
るパネルディスカッション」の動画配信の御案内について
（福祉保健課）
令和３年度「つづき あいフォーラム」は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
当日の開催を中止しました。第２部第４期都筑区地域福祉保健計画発表の「地域活動者
によるパネルディスカッション」の動画を制作しましたのでお知らせします。
コロナ禍でも工夫して福祉保健活動を行っていくための参考にしていただければ幸いです。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2344）
16．令和４年度都筑区内で実施する主な事業について （区政推進課）
２月区連会で主要事業等説明会の開催方法を希望制に変更する旨を御連絡させていただ
いたところですが、このたび、「令和４年度都筑区内で実施する主な事業」がまとまりま
した。当該資料については 広報よこはま都筑区版５月号に掲載します。
資料の内容について、個別の説明会を希望される連合自治会がございましたら、先に御
依頼したとおり、令和４年５月９日（月）までに【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＞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）
E-mail：tz-kusei@city.yokohama.jp
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）
17．「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」の策定につい
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」の「都筑区アクション
プラン」への改定が完了し、冊子が完成しましたので御報告いたします。
本アクションプランに基づき、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ、在宅医療
連携拠点などの関係機関等が目標や取組等を共有しながら、地域包括ケアシステムの構
築に向けた取組を進めます。
＜問合せ＞高齢・障害支援課（電話：948-2306）
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18．令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について
（地域振興課）
「令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」をお知らせします。自治会町
内会における、周知徹底に御協力をお願いします。
１ 目的
自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安
全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて、自
転車の交通事故防止の徹底を図ります。
２ 期間
令和４年５月１日（日）～５月 31 日（火）の 1 か月間
３ スローガン
「自転車も のれば車の なかまいり」
４ 重点項目
（１）自転車交通ルールの遵守とマナーの向上
（２）自転車の点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等加入義務の周知徹底
＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2232）

19．119 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

20．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 総会
書面決議に変更
１）日 時：5 月 21 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 28 日（土）
３．都筑民家園生垣剪定協力のお願い
１）日 時：5 月 29 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」
１）日 時：6 月 11 日（土） 12：00～19：00
12 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
未定
６．盆踊り大会の日程
１）日 時：８月６日（土）又は１３日（土） 検討中 コロナ感染次第ですが
２）場

所：ひかりが丘公園
―25―

７．参議員選挙「民間従事者の募集」
１）投票日：7 月 10 日（日）
２）投票所：都筑小学校
３）民間従事者の対象と職務等
①高校生以上で机・椅子の運搬軽作業のできる方（投票所の設営７月９日）
②投票所の運営・・・職員の指示により各係、パソコン等簡単な操作。
③従事していただいた分の賃金は支給されます。
＊お手伝いいただける方は５月３１日（火）までに長部総務部長（911-1603）に
電話願います。先着７名まで受け付けます。よろしくお願いします。
８．その他

次回定例会は、６月 １１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
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令和４年５月１４日

４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２５日（水） ＊書類決議
３．社会福祉協議会総会
１）日 時：５月２８日（土） ＊書類決議
４．区グランドゴルフ
１）日時：６月５日（日）、予備日６月１２日
５．中川連合グランドゴルフ大会
未定
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）
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・・・済
７．令和４年度 上期町内会費集金・・・
納入日
：令和４年５月１４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３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６日（土）、または８月１３日（土） 開催要検討
２）場 所：ひかりが丘公園
10．その他
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令和４年 ４月１６日
18：00～１・3 丁目
19：00～2・4 丁目

２０２２年

４月

定例役員会

牛久保西町内会
都筑区の人口 ：２１４,７９１人 （ ３ ．１時点）
都 筑 区 世 帯 数： ８６,３５１世帯（ ３ ．１時点）
町 内 会 会 員 数：
６８１世帯（ ３ ．１現在 個人 650)
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 初期消火器具等設置費用の一部補助について （都筑消防署）
令和４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＞都筑消防署総務・予防課予防係（電話：945-0119）

２．
「令和４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
結し運営しています。令和４年度もこれまでと同様に、継続して実施します。
＜問合せ＞都筑区総務課（電話：948-2212）

３.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）

地域における防犯活動へ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、令和４年度も神奈川県と連
携して実施します。
申請書・申請の手引配付場所：区役所地域振興課
申請書類提出期限：令和４年６月 30 日（木）
補助対象経費：防犯カメラ購入費及び設置工事費
防犯カメラの設置を示す看板の設置費等
補助率：防犯カメラ１台ごとに補助対象経費の 10 分の９
＜問合せ＞市民局地域防犯支援課（電話：671-3705）
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上限額 160,000 円

４．令和４年度 ＬＥＤ防犯灯整備事業について

（市民局地域防犯支援課）

令和４年度は、電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設工事を行います。（鋼管ポールＬＥ
Ｄ防犯灯の新設工事は一時休止とさせていただきます。）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４年５月 31 日（火）
提出先：区役所地域振興課
＜問合せ＞市民局地域防犯支援課（電話：671-3709）
５．令和４年度日本赤十字社会費募集について
（日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部都筑区地区委員会）
令和３年度日本赤十字社会費募集につきましては、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上げます。令和４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。一世帯当
たりの目安額は今年度と同様の 200 円を予定しています。
よろしくお願いいたします。
＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058）

【区関係報告・依頼事項】
６．令和４年度日本赤十字社会費募集運動用資材調査について
（日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部都筑区地区委員会）
令和３年度日本赤十字社会費募集につきましては、皆様に御協力をいただきあり
がとうございました。令和４年度赤十字会費につきましても、皆様の御理解と御
協力をお願いいたします。
会費募集運動実施にあたり、必要資材の調査をさせていただきたく御協力をお願
いいたします。
＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058）
７．第22 回都筑区グラウンドゴルフ大会への選手推薦について
（都筑区スポーツ推進委員連絡協議会）
都筑区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４年６月５日（日）午前９時～（予定）

※雨天の場合、令和４年６月 12 日（日）午前９時～
３．会場

ＪＡきたグラウンド

４．推薦について
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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。
※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４年４月 18 日（月）

③提出方法

推薦書に記入し、都筑区役所地域振興課区民活動係へ提出下さい。

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４年５月 16 日（月）

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：948-2235）
８．令和４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
【連合加入の場合】
提出期限：令和４年５月２日（月）
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４年５月 31 日（火）までに御提
出をお願いいたします。
２．令和３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４年８月 31 日（水）
提出先：地域振興課
※令和３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４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４年８月 31 日（水）
提出先：地域振興課
※詳細は、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：948-2231）
９．令和４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）
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３年度に助成金の交付を受けた場合、並びに令和４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。
提出期限：令和４年８月 31 日（水）
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＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2234）
10．令和４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４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３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。
提出期限：令和４年８月 31 日（水）
＜問合せ＞総務課（電話：948-2212）
11．都筑区災害時要援護者支援事業補助金の令和４年度の申請及び令和３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４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
３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。
なお、現在、申請書等に関する押印の取扱いについて検討しています。申請書等
への押印の省略が可能となり、様式等の変更が生じる際は、区連会等にて御案内
いたします。
提出期限：令和３年度精算書

令和４年４月 28 日（木）

令和４年度申請書

令和４年５月 31 日（火）

＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2344）
12．民生委員・児童委員及び主任児童委員
開催について（依頼）

一斉改選推薦手続き説明会の

（福祉保健課）

民生委員・児童委員及び主任児童委員が令和４年 11 月 30 日をもって任期満了と
なるため、民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選を行います。
候補者につきましては、各自治会町内会等で推薦準備会を開催していただき、御
推薦いただくこととなります。
つきましては、一斉改選に関する説明会を開催いたしますので、御多忙のところ
誠に恐縮ですが御出席いただきますようお願いいたします。
なお、会長が交代される場合には、新たに就任される方に本通知を引き継いでい
ただきますようお願いいたします。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2341・2342）
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13．令和４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期地域福祉保健計画地区別計画を推進するため、令和４年度も各地域におい
て地域懇談会を開催いただきますようお願いいたします。
つきましては、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＞都筑区福祉保健課（電話：948-2344）
14．令和４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４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。
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

（開催場所）

駐車場横 通路

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：948-2227）
15．令和４年度「横浜市交通安全運動実施計画」及び「春の全国交通安全運動」
横浜市実施要綱について

（地域振興課）

１．令和４年度「横浜市交通安全運動実施計画」について
（１）年間運動
ア

春の全国交通安全運動（下記のとおり）

イ

夏の交通事故防止運動（７月 11 日（月）～７月 20 日（水））

ウ

秋の全国交通安全運動（９月 21 日（水）～９月 30 日（金））

エ

年末の交通事故防止運動（12 月 11 日（日）～12 月 20 日（火））

（２）年間スローガン：「安全は

心と時間の

ゆとりから」

（３）重点事項：「横断歩道における歩行者優先の徹底」
：「二輪車・自転車の交通事故防止」
：「高齢者と子どもの交通事故防止」
：「飲酒運転の根絶」
２．
「春の全国交通安全運動」について
（１）実施期間：４月６日（水）～４月 15 日（金）
交通事故死ゼロを目指す日：４月 10 日（日）
（２）スローガン：「安全は

心と時間の

ゆとりから」

「新入学児童・園児を交通事故から守ろう」
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（３）重点項目：「子どもを始めとする歩行者の安全確保」
「歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上」
「自転車の交通ルール順守の徹底と安全確保」
「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「横浜市交通安全運動実施計画」
「春の全国交通安全運動

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＞地域振興課（電話：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】
１．令和 4 年度「新班長」・「体育委員」の選任依頼について
各班にて令和 4 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（金）
４．牛久保西町内会「総会」 議決権行使書による方式に変更 結果は次ページ９．
１）日 時： 4 月 9 日（土）
５．ふれあいクラブ「総会」
１）日 時： 4 月 17 日（日）
２）場 所： 牛久保西町内会館
６．中川連合町内会「総会」
１）日 時： 5 月 21 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」
１）日 時： 5 月 28 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。
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２）特別会員はブロック長が徴収します。
９．総会結果
4 月９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４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。
（4/9 現在）
対象者
賛成
否決
回答なし
１）理事・監査
１２名
１２名
２）班長
４７名
４５名
２名
３）各種団体役員
２６名
２６名
10．その他

次回定例役員会は、５月１４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。

―34―

令和４年４月１６日

４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９日（土）* 議決権行使書による
４．ふれあいクラブ総会
１）日 時：４月１８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２１日（土）14：00～ ＊書面審査
６．社会福祉協議会総会
１）日 時：５月２８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：６８１世帯
８．つづきそなえ
令和３年度報告書を４月２８日までに提出
９．区グランドゴルフ（大塚体育部長）
２）日時：６月５日（日）、予備日６月１２日
３）出場：ＪＡきたグランド
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：５月２日（月）
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）
⑤ 提出期限：８月３１日（水）
⑥ 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（水）
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
11．令和４年度 上期町内会費集金・・・
納入日
：令和４年５月１４日（土）１４：００
ブロック長：集金手続きお願いします。
12．民生委員・児童委員改選
本年 11 月 30 日をもって任期満了（前井さん・都築さん）
13．都筑民家園庭園清掃
１）日時：5 月２９日（日）9:00～
各町内会 3 名
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14．その他
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令和４年 ５月１４日
18：00～１・3 丁目
19：00～2・4 丁目

２０２２年

５月

定例役員会

牛久保西町内会
都筑区の人口 ：２１４,４３６人 （ ４ ．１時点）
都 筑 区 世 帯 数： ８６,５８９世帯（ ４ ．１時点）
町 内 会 会 員 数：
６８１世帯（ ４ ．１現在 個人 650)
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】
２．参議院議員通常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
（都筑区選挙管理委員会（総務課））
令和４年７月 10 日（日）に執行想定の参議院議員通常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）公示日 令和４年６月 22 日（水）
（２）投票日 令和４年７月 10 日（日） 午前７時～午後８時
（３）開票日 令和４年７月 10 日（日） 午後９時１５分開始（予定）
（４）期日前投票
ア 区役所１階区民ホール
令和４年６月 23 日（木）～７月９日（土） 午前８時 30 分～午後８時
イ ＪＡ横浜 都筑中川支店
令和４年７月 ２日（土）～７月９日（土） 午前９時 30 分～午後８時
２ 投・開票所
（１）投票所 区内 31 か所
（２）開票所 都筑スポーツセンター
【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
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４年５月 20 日（金） 席上資料により、郵送にて御提出下さい。
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※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４年６月３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５年度に町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象工事費 100
万円以上）を予定している町内会については、各区役所へ書類の提出をお願いします。
＜問合せ＞都筑区地域振興課（電話：948-2231）
３．令和３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３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：671-2503）
４．敬老特別乗車証のＩＣ化について
（健康福祉局 高齢健康福祉課）
令和４年 10 月から、敬老特別乗車証（敬老パス）を、プラスチック製の「ＩＣカード」
に変更します。４月下旬から対象の方へ御案内をお送りします。
＜問合せ＞健康福祉局 高齢健康福祉課（電話：671-2406）
５．地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について
（健康福祉局地域支援課）
今後ますます進展する超高齢社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域包
括ケアシステムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中の
相談支援の充実・強化を図るため、地域ケアプラザの夜間利用方法を変更します。
① 【令和４年 10 月～】福祉・保健に関する相談時間の変更（全施設）
② 【令和５年 ４月～】予約がない場合の夜間閉館の試行実施（対象施設のみ※）
※対象施設は令和４年８月頃決定します。
＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：948-2345）

【区関係報告・依頼事項】
６「災害時にも役立つＢＯＯＫ」配布について（依頼） （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」について、希望町内会への配布を実施
します。つきましては、配布を希望する場合は、アンケートの回答をお願いいた
します。
アンケート提出期限：令和４年５月 31 日（火）
配布予定：令和４年７月～８月予定
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2350）
８．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に防災に関する情報や、その他伝達すべき情報について、自治会
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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
式の提出をお願いします。
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
よる受伝達訓練を下記日程にて実施します。
【受伝達訓練実施日時】
令和４年６月３日（金）午前 10 時
＜問合せ＞総務課（電話：948-2212）
８．令和４年度つづき あい基金助成金の申請について
（都筑区社会福祉協議会）
令和４年度の「つづき あい基金」助成金申請団体を募集します。第４期都筑区地域福祉
保健計画（以下、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解決に向
けた活動を行う団体に対し、「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。
連合自治会町内会、自治会町内会からの申請について御検討いただくとともに、該当団
体がございましたら御紹介くださいますようお願いいたします。
１ 申請書類配布・申請受付：令和４年４月 25 日（月）から
２ 申込締切：令和４年５月 27 日（金）
３ 申請書類配布・受付先 都筑区社会福祉協議会
※申請書類は上記日時から都筑区社会福祉協議会のホームページからダウンロードでき
ます。
＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058）
９．広報紙「しゅんらん」59 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 59 号を発行いたしました。班回覧について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：943-4058）
11．都筑区めいすい通信について （都筑区明るい選挙推進協議会事務局（総務課））
この度、都筑区明るい選挙推進協議会の広報紙「都筑区めいすい通信」を作成しました。
区内で選挙啓発を行う明るい選挙推進委員・推進員の活動内容を、区民の皆様に広く知
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＞総務課（電話：948-2215）
11．広報紙縁ジン 29 号について
（地域振興課）
広報紙縁ジン 29 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：948-2238）
12．都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第３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
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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３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紹介しています。是非ご覧ください。
＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2474）
13．都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第23 号の発行について
（福祉保健課）
このたび、都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第 23 号を発行しました。各地区の活
動紹介や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をお願いいたします。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2350）
14．都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき

あい通信」第 27 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情報誌「つづき あい通信」第 27 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をお願いします。なお、３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＞福祉保健課（電話：948-2344）
16．令和３年度「つづき あいフォーラム」第２部 第４期都筑区地域福祉保健計画発表「地域活動者によ
るパネルディスカッション」の動画配信の御案内について
（福祉保健課）
令和３年度「つづき あいフォーラム」は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
当日の開催を中止しました。第２部第４期都筑区地域福祉保健計画発表の「地域活動者
によるパネルディスカッション」の動画を制作しましたのでお知らせします。
コロナ禍でも工夫して福祉保健活動を行っていくための参考にしていただければ幸いです。
＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2344）
16．令和４年度都筑区内で実施する主な事業について （区政推進課）
２月区連会で主要事業等説明会の開催方法を希望制に変更する旨を御連絡させていただ
いたところですが、このたび、「令和４年度都筑区内で実施する主な事業」がまとまりま
した。当該資料については 広報よこはま都筑区版５月号に掲載します。
資料の内容について、個別の説明会を希望される連合自治会がございましたら、先に御
依頼したとおり、令和４年５月９日（月）までに【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＞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）
E-mail：tz-kusei@city.yokohama.jp
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）
17．「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」の策定につい
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」の「都筑区アクション
プラン」への改定が完了し、冊子が完成しましたので御報告いたします。
本アクションプランに基づき、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ、在宅医療
連携拠点などの関係機関等が目標や取組等を共有しながら、地域包括ケアシステムの構
築に向けた取組を進めます。
＜問合せ＞高齢・障害支援課（電話：948-2306）
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19．令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について
（地域振興課）
「令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」をお知らせします。自治会町
内会における、周知徹底に御協力をお願いします。
１ 目的
自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安
全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて、自
転車の交通事故防止の徹底を図ります。
２ 期間
令和４年５月１日（日）～５月 31 日（火）の 1 か月間
３ スローガン
「自転車も のれば車の なかまいり」
４ 重点項目
（１）自転車交通ルールの遵守とマナーの向上
（２）自転車の点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等加入義務の周知徹底
＜問合せ＞地域振興課（電話：948-2232）

19．119 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

20．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 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 29 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」
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
未定

延期または中止

６．盆踊り大会の日程
１）日 時：８月６日（土）又は１３日（土） 検討中
２）場

所：ひかりが丘公園
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７．参議員選挙「民間従事者の募集」
１）投票日：7 月 10 日（日）
２）投票所：都筑小学校
３）民間従事者の対象と職務等
①高校生以上で机・椅子の運搬軽作業のできる方（投票所の設営７月９日）
②投票所の運営・・・職員の指示により各係、パソコン等簡単な操作。
③従事していただいた分の賃金は支給されます。
＊お手伝いいただける方は５月３１日（火）までに長部総務部長（911-1603）に
電話願います。先着７名まで受け付けます。よろしくお願いします。
８．その他

次回定例会は、６月 １１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
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