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令和３年 ３月１３日 

                                                    【書面配布】 

２０２１年 ３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：     ６８４世帯（11．１現在 個人 653 

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年度共同募金運動への協力依頼について（共同募金会横浜市都筑区支会）  

 本年度の共同募金運動の推進に当たりましては、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あげます。 

令和３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、皆様の 

御理解と御協力を引き続きお願いいたします。なお、新型コロナウイルスの感染のリス 

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あげます。 

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：045-943-4058） 

２．令和３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・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び増員につきまして、各地区推薦準 

 備会、連合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、各自治会町内会 

 長の御協力をお願いいたします。 

令和３年につきましては、欠員地区及び増員が必要な地区のみの推薦となり、任期は次 

期一斉改選（令和４年 11 月 30 日）までとなります。 

手続きをお願いする地区につきましては、後日、御郵送させていただきます。 

  ＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：045-948-2341） 
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３，「横浜水缶」事業終了について      （水道局サービス推進課）   

 水道局では、市民の皆さまの飲料水備蓄を促進することを目的に「横浜水缶」を販売し 

 てきましたが、缶の需要が増加していることなどの理由により、水缶の製造を打ち切り 

 たいと製造業者から申し入れがあったため、令和３年２月末をもって水缶販売の受付を 

 終了し、３月末をもって事業を終了します。 

 市民の皆様への周知   ２月 ホームページ、ツイッターなど 

             ３月 広報よこはま３月号「はま情報」欄に掲載 

  ＜問合せ＞水道局サービス推進課（電話：045-671-3073） 

４．新たな劇場整備の検討について       （政策局芸術創造課）      

 観光、賑わいなど経済活力、さらに、次代を担う子どもたちの育成や地域の活性化など 

 への貢献を目指し、本格的な舞台芸術を上演できる劇場整備の検討を進めてきました。 

 この度、「横浜市新たな劇場整備検討委員会」より提言を頂きましたので報告します。 

  ＜問合せ＞政策局劇場計画課（電話：045-671-4399） 

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）ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について 

  ＩＲ事業説明会のオンライン参加、サテライト会場の申込みを締め切りましたが、当 

  日のライブ配信（You Tube）は申込み不要でご視聴いただけます。また、緊急事態宣 

  言延長に伴い、第１回～第５回までのサテライト会場は中止します。 

 ２）横浜特定複合観光施設設置運営事業 実施方針について 

  １月 21 日（木）に横浜におけるＩＲ区域の整備の意義及び目標、本事業を実施する上 

  で必要となる要件や設置運営事業予定者の選定方法などＩＲ区域の整備の実施方針等 

  を公表し、ＩＲ施設の設置・運営を行おうとする民間事業者の公募も開始しました。 

 ３）「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」の YouTube 横浜市公式チャンネル公開について 

  12 月 20 日に開催しました「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を YouTube 横浜市公式 

  チャンネルで公開しています。なお、インターネット環境がない方向けに、市民情報 

  センター、各区の図書館で DVD の閲覧・貸出を行っています。 

  ＜問合せ＞都市整備局 IR 推進課（電話：045-671-4135） 

６．「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３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。 

  ＜問合せ先＞都筑区区政推進課（電話：045-948-2222） 

 

【区関係報告・依頼事項】 
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７．令和３年度主要事業等説明の日程調整について   （区政推進課）          

 日頃から各種施策・事業の実施にあたり、御理解・御協力いただきお礼申し上げます。 

 令和３年度につきましても「区内で行われる主な事業」等を各地区連合町内会自治会の 

 総会などの場をお借りして御説明させていただきたいと考えております。つきましては、 

 御説明させていただく日時の調整について、御協力をよろしくお願いいたします。 

 (1）開催時期：４月下旬から５月下旬（その期間に行われる総会や定例会など） 

 (2）所要時間：30 分程度 

 (3）開催日確認方法：席次配付の回答票を広報相談係宛に御返送ください。 

  ＜問合せ先＞区政推進課（電話：045-948-2221） 

８．令和３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）     

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：045-948-2241） 

９．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」を開催しま 

 す。ついては、ポスターを掲示し、応援 day の周知について、協力お願いいたします。 

  ＜問合せ先＞都筑区地域振興課（電話：045-948-2235） 

10．シニア楽農園参加者募集           （区政推進課）       

 「シニア楽農園事業」は、区内在住の 60 歳以上の方を対象に、健康づくり、仲間づくり 

 及びより良い農環境づくりを目的に、都筑区役所、「シニア楽農園の会」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。 

 令和３年度の参加希望者を対象とした事業説明会を３月９日（火）に実施しますので、 

  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。 

  ＜問合せ先＞区政推進課（電話：045-948-2226） 

11．73、80、318 系統のダイヤ改正について     （交通局路線計画課）    

 路線バスは新型コロナウイルス感染症の影響を受け利用状況が低下し、現状の運行を維 

 持することが困難となっています。そのため、令和３年４月 1日に 73・80・318 系統 

 （生活交通バス路線）のダイヤ改正を実施いたします。 

  ＜問合せ先＞交通局路線計画課（電話：045-671-3194） 

12. 治安情勢等について           （都筑警察署） 
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  都筑区の治安情勢等について報告します。・・・資料-1 

13．119 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」選任依頼について 

  令和３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１7日（土）19：30 を予定しています。 

２．令和３年度「体育委員」選任依頼について 

  令和３年度体育委員の選任をお願いします。今年度は奇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 

３．町内会「グランドゴルフ大会」 中止 

  今年度のグランドゴルフ大会は中止といたします。 

４．卒業式 

  １）3月 11 日（月）中川中・中川西中 

  ２）3月 19 日（金）都筑小・牛久保小・中川西小     ＊来賓なしで実施 

５．入学式 

  １）4月７日（水）中川中・中川西中 

4 月７日（水）都筑小・牛久保小・中川西小・中川小  ＊来賓なしで実施 

６．牛久保西町内会「総会」 

１）日 時：4月 10 日（土）14：00～ 

  ２）場 所：町内会館 

    ＊令和２年の班長さんが出席してください。 

７．その他 

新年度定例役員会は 4 月 17 日（土）を予定しています。 

詳細は別途、新班長に連絡します。 

 

次回は総会です 
 ４月１０日（土）を予定しています。 
  詳細は別途連絡します。よろしくお願いします。 
 万一、予定があり参加できない場合は委任状を 
ブロック長へ提出願います。 
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令和３年３月１３日 

２０２１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７日（日） ９：00～, 2 月 14 日（日）13：00～ 

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１9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   

５．総会予定 

１）日 程：準備会および理事会 

：3月 27（土）16：00～ 

                  18：00～反省会及び懇親会（温野菜） 

総   会：4月 10（土）14：00～終了後反省会 書面              

４月定例会：4月 17（土）19：30～未定 

２）新旧理事引継ぎ  ：4 月 17（土）1４：00～未定 

  ３）新任理事会    ：3 月 20（土）18：00～ 

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。 

３）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 22 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 
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  １）日 時：5月 29 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３年 ２月１３日 

【書面配布】 

２０２１年 ２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：     ６７７世帯（11．１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．新型コロナウイルス感染症の啓発ポスターの改訂について（健康福祉局健康安全課）          

令和２年２月に町内会掲示板へのポスター掲出を依頼した新型コロナウイルス感染症の 

啓発ポスターについて、既存のものが老朽化したことや、相談体制の変更等（24 時間化） 

に伴う改訂を行ったため、各町内会の状況に応じ、掲出物の差し替えをお願いするもの 

です。 

  ＜問合せ＞健康福祉局健康安全課（電話：045-671-2445） 

２．水道料金の改定について      （水道局経営企画課） 

令和２年第４回市会定例会において、水道料金の改定議案を提出し、令和２年 12 月 17 

日の本会議で可決されました。 

 このため、令和３年１月市連会において、料金改定の概要やお問合せ先、今後の主なス 

ケジュールをお知らせします。 

  ＜問合せ＞水道局経営企画課（電話：045-671-3127） 

３．令和２年国勢調査の実施状況について（報告）   （政策局統計情報課） 

 昨年 10 月１日を調査期日として実施いたしました令和２年国勢調査につきましては、自 

 治会・町内会の皆様の多大なる御協力をいただき、無事実施することができました。 

 皆様の御協力に対し、厚くお礼申し上げますとともに、都筑区の実施状況について御報 

告いたします。  

 １）回答状況（暫定：国発表値） 

  11 月 20 日現在【インターネット及び郵送による回答分】 

   回答世帯数 平成 27 年国勢調査世帯数に 

占める回答率 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 郵 送 合計 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 郵 送 合計 
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都筑区 41,530 28,542 70,072 51.7％ 35.5％ 87.2％

横浜市 751,362 627,130 1,378,492 45.7％ 38.1％ 83.8％

全 国 21,120,998 23,559,152 44,680,150 39.5％ 44.1％ 83.6％

※調査票集計中のため、 終の回答数・率は変更となります。 

 ２）調査員について 

  調査員任命数：７２７名（うち、約９割が自治会・町内会推薦） 

 ３）世帯・人口数等の調査結果公表【今後の予定】 

  ①男女別人口、世帯数（速報値）：令和３年６月 

  ②人口、世帯、住居に関する結果（確報値）：令和３年 11 月 

  ＜問合せ＞総務課（電話：045-948-2215） 

４、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 

   横浜イノベーションＩＲについて、市民の皆様により深く御理解いただくために、 

 令和３年２月から３月にかけて、事業説明会をオンライン方式で６回開催します。なお、本

説明会は、横浜市内在住・在勤・在学の方を参加対象とします。 

 ２）横浜イノベーションＩＲ協議会の開催について 

   本市では、県及び公安委員会等と円滑な連携を図るため、林市長、黒岩県知事、磯 

   﨑横浜市町内会連合会会長、大崎公安委員会委員長、上野横浜商工会議所会頭、相 

   原横浜市立大学学長の６名で構成される横浜イノベーションＩＲ協議会を組織。昨 

   年 11 月 17 日、12 月 21 日に開催しました。 

 ３）横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会の開催について 

   本市では、ＩＲの設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定等にあたり、国 

   の基本方針（案）を踏まえ、公平かつ公正な審査を行うために、「横浜市特定複合観 

   光施設設置運営事業者選定等委員会」を設置。昨年 11 月 30 日、12 月 14 日に同委 

   員会を開催しました。 

   ＜問合せ＞都市整備局ＩＲ推進課（電話：045-671-4135） 

５．令和２年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式について    （市民局地域活動推進課） 

例年２月に開催している横浜市自治会町内会永年在職者表彰式は、新型コロナウイル 

ス感染症拡大防止のため、今年度の開催を中止といたします。なお、受賞者の皆様に 

は連絡済みです。 

また、区長主催による都筑区自治会町内会長感謝会については、規模を縮小して開催 

する予定です。市長表彰受賞者の方への授与も併せて行います。例年、全自治会町内 

会長の皆様に御案内状をお送りしていますが、今年度は表彰対象者の方及び地区連合 
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町内会長の皆様のみに御出席いただく形を想定しています。なお、新型コロナウイル 

ス感染症拡大状況によっては中止とさせていただく場合もございます。その際は改め 

て御案内いたします。 

 １）都筑区自治会町内会長感謝会について 

  ①日 時： ３月 17 日（水） 13 時 30 分～14 時 05 分（受付開始：13 時 15 分） 

  ②会 場： 都筑区役所６階大会議室 

  ③御出席者： 

   ア.市長表彰対象者の方（在職 10 年以上、以降５年刻み。地区連合町内会長のみ在 

職 10 年以上、以降 10 年刻み。） 

   イ.区長表彰対象者の方（在職５年） 

   ウ.地区連合町内会長 

  ④御案内状 

   １月下旬から２月上旬にかけて、対象者の皆様に御郵送いたします。 

   ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

６．地域活動推進費の活用事例について       （市民局地域活動推進課） 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、当初計画していたとおりに活動がで 

きない自治会町内会が多いかと思われます。 

 そこで、できなかった活動とこの状況だからこそできた活動事例を各区からお聞きし、 

 まとめましたので情報提供いたします。 

  ＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

７．新型コロナウイルス感染症拡大防止について   （市民局地域活動推進課） 

１月７日に出された緊急事態宣言期間における自治会町内会活動についてのお願い 

＜問合せ先＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

 

【区関係報告・依頼事項】 

 

８．令和２年度都筑区人権啓発講演会の開催中止について    （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 

による緊急事態宣言の発令を受け、令和３年２月２日に開催を予定していた「令和２年 

度都筑区人権啓発講演会」を中止といたします。恐れ入りますがポスターについては、 

外していただくようお願いいたします。 

また、区 HP ではすでに中止の旨を周知させていただいています。 

なお、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。 
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  ＜問合せ＞都筑区総務課（電話：045-948-2212） 

９．令和２年度「つづき あいフォーラム」の開催延期について （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、人流を抑制し感染拡大を 

防止する観点から、令和３年２月 20 日に開催を予定していた「つづき あいフォーラム」 

の開催を延期します。 

  ＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：045-948-2344） 

10．令和２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、防衛大学校 准教授の加藤 健 

氏より、「大規模災害時の人間行動」をテーマに、災害時における人間行動の習性を学び、 

いざというときの避難行動について理解を深めます。あわせて、コロナ禍における災害 

を想定した日々の備えや心の持ち方についてもお話しいただきます。詳細につきまして 

は、別途広報よこはま２月号にて周知させていただきます。 

  ＜問合せ＞都筑区総務課（電話：045-948-2212） 

11. 歩道橋下への防災倉庫の設置について     （都筑土木事務所）  

このたび、都筑土木事務所が管理する歩道橋の下の用地について、物理的に防災倉庫を 

設置できる環境があり、設置や維持管理に係る体制等が要件を満たす場合に、使用（占 

用）を認めることとします。 

 防災倉庫の設置が必要な場合、別紙申込書に必要事項を御記入のうえ、御提出ください。 

＜問合せ＞都筑区都筑土木事務所（電話：045-942-0606） 

12．令和２年度都筑区自治会町内会長実務研修会について （都筑区連合町内会自治会）  

都筑区連合町内会自治会では、地域防災力を高めるため、防災訓練の実施方法等を学ぶ 

実務研修を下記の通り実施します。是非御参加くださいますようお願いいたします。 

 １）日時：令和３年３月４日（木）19：00～20：30（受付 18：30～） 

 ２）場所：都筑公会堂 講堂 

 ３）テーマ：「親子で楽しめる防災訓練」 

 ４）講師：ＮＰＯ法人プラス・アーツ  

 ５）参加対象者：各自治会町内会長、防災活動担当者等 （各町内会から２名まで） 

 ６）出欠確認票締切：令和３年２月 15 日（月） 

  ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

13．パラスポーツを通じて知る障害者と地域の共生社会の実現について  （地域振興課） 

東京 2020 聖火リレー公式アンバサダー等を務める田口亜希氏をお招きして、パラリンピ 

ックに３大会連続出場した経験や、障害者と地域の共生社会の実現するために必要なこ 
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と等をお話いただく講演会を行います。つきましては、区民の皆様に当イベントの御案 

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。 

 日時：令和３年３月６日（土） 

 会場及び定員：都筑区役所６階大会議室（30 名）または YouTube live 配信（定員なし） 

 入場料：無料 

 後 援：都筑区「福祉農園」実行委員会 

  ＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2235） 

14．広報よこはま等の配布部数（令和２年度下半期分）の確認について（区政推進課） 

令和２年度下半期（令和２年 10 月～３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。 

  ＜問合せ＞区政推進課（電話：045-948-2223） 

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． どんど焼き  

① 日    時：1月 10 日（日）13：00～ 

  ② 会  場：牛久保西公園グランド 

２．都筑小学校防災拠点訓練 

  ① 日  時：2月７日（日）10：00～ 

  ② 会  場：都筑小学校 

３．令和３年度「新班長」選任依頼について 

  令和３年度班長の選任をお願いします。 

別紙「令和３年度・新班長・報告書」に記載の上、報告願います。 

提出日：令和 3 年 3 月 13 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 3年度「体育委員」選任依頼について 

  令和 3年度体育委員の選任をお願いします。今年度は奇数班より選出い 

ただくことになります。 
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別紙「令和 3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 3 年 3 月 13 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 3年 3月 7日（日） 9：00～ 

② 会  場：都筑小学校グランド 

６．町内会役員および各種団体委員推薦のお願い（再掲載） 

  今年度末（3/31）で町内会役員および各種団体委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、来年度の役員及び委員に自薦・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。  

７．その他 

 

 次回定例役員会は、３月１３日（土）を予定してい 
 ます。 
 コロナウイルスの感染状況により別途案内します。 
 よろしくお願いします。 
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令和３年 １月 ９日 

１８時００分より 

１９時００分より 

２０２１年 １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：     ６７７世帯（11．１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． 広報よこはま都筑区版 2021 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           区政推進課長 

広報よこはま都筑区版 2021 年５月号のイベントカレンダーにおいて、2021 年５月 11 日 

～2022 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、返送願います。 

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ご記入ください。 

＜問合せ＞区政推進課（電話：045-948-2223） 

２．令和２年度「つづき あいフォーラム」について 

（都筑区福祉保健課都筑区社会福祉協議会） 

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、このフォ 

ーラムの開催に合わせて、地域活動を紹介する「つづき あい」パネル展を開催します。 

 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＞都筑区福祉保健課（電話：045-948-2344） 

３．令和２年度つづきあいフォーラムにおける地区別計画中間報告

の動画作成について   （都筑区福祉保健課都筑区社会福祉協議会）      

都筑区では、都筑区地域福祉保健計画の周知及び推進を図るために、毎年、「つづき あ 
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いフォーラム」を開催し、地域の取組を紹介しています。今年度は、新型コロナウィル 

ス感染症予防の観点から、ステージ登壇による発表に替えて、事前に撮影した動画によ 

る発表とします。つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、動画作成について御協力 

をよろしくお願いいたします。 

＜問合せ＞都筑区福祉保健課（電話：045-948-2344） 

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、班回覧への 

 掲出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：045-972-7771（代）） 

５．第 27 回都筑ふれあい健康マラソン大会の開催について 

（都筑ふれあい健康マラソン大会事務局（都筑区地域振興課）） 

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、従来の形での実施を見送り、スマートフォン等のラン 

ニングアプリを活用したオン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３年２月 27 日（土）～３月７日（日） 

会 場：都筑区内緑道及び全国各地 

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

申込期間：12 月 22 日（火）～1月 22 日（金） 

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＞都筑区地域振興課（電話：045-948-2235） 

６．都筑スポーツ推進委員通信について 

（都筑区スポーツ推進委員連絡協議会事務局（都筑区地域振興課）） 

 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、ルールさえ分かれば老若男女誰でも楽しめる、いわゆる「ニュ 

ースポーツ」を紹介しています。 

 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：045-948-2235） 

７．令和２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、 
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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、 

御連絡いたします。つきましては、区民の皆様に当講演会の御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３年２月２日（火）14:00～15:30 

２）会場：ハウスクエア横浜（都筑区中川１丁目４－１） 

３）定員：150 人、入場無料（事前申込制、先着順） 

４）講師及びテーマ 

① 講師：青木 辰子さん（日本初のプロチェアスキーヤー） 

② テーマ：夢をあきらめない~東京２０２０~ 

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御確認ください。 

＜問合せ＞総務課（電話：045-948-2212） 

８．都筑区更生保護バザー中止のお知らせ（都筑保護司会）          

更生保護活動の啓発並びに推進を目的として毎年２～３月に実施しております「都筑区 

更生保護バザー」につきまして、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 

中止することといたしました。 

なお、昨年度の同バザー中止に伴う献品等の取扱いについては、次の通り報告します。 

◎食品、調味料等 賞味期限のあるもの・・・「フードバンクかながわ」に寄付しました。 

◎雑貨、衣料、食器など保管できるもの・・・献品者が分かる品物は、返却させていた 

だきました。それ以外の物は、保護司・更生保護女性会会員が保管し、今後の 

更生保護バザーにて活用させていただきます。 

＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

９．振り込め詐欺・悪質商法撃退機器の配付について（地域振興課）     

都筑区では自治会町内会等の皆様と防犯活動の推進に取り組ませていただいております。 

このたび、防犯活動の一環として振り込め詐欺・悪質商法撃退機器「録音チュー」を配 

付させていただきます。振り込め詐欺・悪質商法から会員の皆様を守るためにできるこ 

とを御検討いただく機会として、防犯活動にお役立ていただければ幸いです。 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948-2234） 

10. 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 

11．119 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．中川連合町内会冬季反省会・・・中止 

２．年末消防特別警戒巡視・激励会・・・中止 

３．消防出初式・・・中止 

４．どんど焼き 

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 10 日（日）13：00～ ② 会 場：牛久保西公園グランド   

５．都筑小学校防災拠点訓練 

① 日  時：2月 7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。 

６．町内会役員および各種団体委員推薦のお願い 

  今年度末（3/31）で町内会役員および各種団体委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、来年度の役員及び委員に自薦・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。 

７．班長交代 

  令和 3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 3年度体育委員の選任もお願いします。来年度は奇数班より選 

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．弔意通知 

１）１丁目在住の宮重 芳子さんには１２月２１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 

９．その他 

 

次回定例役員会は、２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。



 

―17― 
 

令和２年１２月１２日 

１８時００分より 

１９時００分より 

２０２０年１２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：     ６７９世帯（11．１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．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について （都市整備局ＩＲ推進課） 

１）広報よこはま特別号の発行について 

   横浜ＩＲの方向性やＲＦＣの結果概要等を市民の皆様にわかりやすくご説明するた 

めに「広報よこはま特別号」を 11 月中旬に発行します。 

２）市民向け事業説明会について 

   横浜ＩＲについて、市民の皆様により深く御理解いただくために、令和３年２月以 

降で事業説明会の開催を検討しています。 

３）横浜イノベーションＩＲ協議会の開催について 

   特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）に基づき、実施方針の策定や民間事業 

者の選定等にあたり、本市では、県及び公安委員会等と円滑な連携を図るため、協 

議会を設置・開催します。 

<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】 

 

１．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・自治会町内会 

からの御推薦のご協力をお願いいたします。 

【全地区共通】  ・横浜市スポーツ推進委員 ・横浜市消費生活推進員 
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・横浜市保健活動推進員  ・横浜市環境事業推進委員 

・都筑区明るい選挙推進協議会 委員及び推進員 

【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>地域振興課（電話：045-948-2235） 

２．第 33 期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について（市民局スポーツ振興課） 

 各地域で御活躍いただいております第 32 期スポーツ推進委員の任期が、令和３年３月末 

日をもって満了となります。２年間にわたる委員の方々の御尽力に対しまして、深く感 

謝申し上げます。 

 つきましては、御多忙のところ恐縮に存じますが、第 33 期横浜市スポーツ推進委員 

（任期：令和３年４月１日から令和５年３月 31 日まで）候補者を、御推薦いただきますよ 

うお願い申し上げます。 

<問合せ>都筑区地域振興課（電話：045-948-2235） 

３．令和３・４年度消費生活推進員の推薦について（地域振興課）  

横浜市消費生活推進員は各自治会町内会の方々をはじめとする皆様の御協力のもとで、 

地域における「安全で快適な消費生活の推進」のために、活動していただいております 

が、令和１・２年度委嘱の方々の任期が令和３年３月 31 日をもって満了となります。引 

き続き令和３・４年度の横浜市消費生活推進員事業を実施しますので、消費生活推進員 

の推薦書の御提出につきましてよろしくお願いいたします。 

<問合せ>地域振興課（電話：948-2234） 

４．横浜市保健活動推進員の改選に伴う推薦について  （福祉保健課）       

現在委嘱している保健活動推進員の任期が、令和３年３月 31 日をもって満了になります 

ので、次期の保健活動推進員のご推薦をお願いいたします。 

<問合せ> 地域振興課（045-948-2231）・福祉保健課（045-948-2350） 

５．令和３・４年度 都筑区明るい選挙推進協議会委員及び推進員の推薦依 

頼について   （都筑区明るい選挙推進協議会（総務課）） 

 現在の都筑区明るい選挙推進協議会の委員及び推進員の任期が、令和３年３月 31 日で満 

了となるため、次期（令和３・４年度）の委員及び推進員の推薦を依頼します。 

<問合せ>総務課（電話：948-2216） 

６．令和３・４年度横浜市環境事業推進委員の推薦について  （資源循環局）  

ごみ減量による脱温暖化に向けた３Ｒ行動の推進など、ヨコハマ３Ｒ夢プランを進めて 

いくうえで、重要な役割を担う環境事業推進委員の任期（２年間）が終了することに伴 
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い、令和３年度に新たに委嘱する環境事業推進委員の推薦をお願いいたします。 

<問合せ>資源循環局 都筑事務所（電話：045-941-7914） 

７．令和３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３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、新栄・早渕、都田、佐江戸加賀原、渋沢、 

茅ケ崎南ＭＧＣＲＳ、柚木荏田南） 

２）推薦人数・・・各連合町内会自治会から１～３名 

 ３）任期・・・・・１年(令和３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 

<問合せ>こども家庭支援課（電話：045-948-2325） 

８．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、ご活用ください。 

<問合せ>地域振興課（電話：045-948-2231） 

９．都筑区読書活動推進目標パンフレットの改定について   （地域振興課） 

令和２年３月に都筑区読書活動推進目標パンフレットを改定しました。都筑区の読書活 

動に関する今後の施策の方向性と取組の指針となる内容ですので、班回覧をお願いいた 

します。 

<問合せ>地域振興課（電話：045-948-2238） 

10．横浜市生活交通バス路線の利用状況について（交通局自動車本部路線計画課 

横浜市生活交通バス路線として運行している５路線の利用状況をお知らせいたします。 

 これらの５路線は、赤字部分を市民の皆様の税金で補てんすることで運行していますが、 

依然として厳しい利用状況となっています。安定した運行維持のため、皆様のより一層 

のご利用をお願いいたします。 

<問合せ>交通局自動車本部路線計画課（電話：045-671-3194） 

11．令和２年度「訪問歯科健診のご案内」について   （福祉保健課） 

 毎年度実施されている訪問歯科健診が、今年度も令和３年 1 月 31 日まで実施されます。 
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事業周知のため、「令和２年度訪問歯科健診のご案内」チラシの班回覧をお願いします。 

<問合せ>福祉保健課（電話：045-948-2350） 

12．～土砂災害に備えていただくために～ 

土砂災害特別警戒区域の調査結果公表の周知  

（神奈川県横浜川崎治水事務所 工務部 急傾斜地第一課） 

県では、土砂災害”特別”警戒区域(通称：レッドゾーン)の指定に向けた調査を実施し、 

都筑区の基礎調査結果を令和 2年 10 月 30 日に公表しましたので、周知の回覧をお願い 

します。 

<問合せ>神奈川県横浜川崎治水事務所 工務部 急傾斜地第一課（電話：045-411-2520） 

13．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３年都筑区賀詞交換会を中止といたし 

ます。令和３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「都筑区消防出初式」の開催については 10 月の区連会で都筑消防署よりご報告させ 

ていただいております。 

<問合せ>総務課（電話：948-2211） 

14．図説 都筑の歴史ナナメ読み新聞の発行について  （地域振興課） 

 昨年ふるさとづくり委員会で区制 25 周年を記念して、都筑の歴史をまとめた『図説 都 

筑の歴史』を刊行しました。 

 そしてこの度、『図説 都筑の歴史』の概要を初心者向けにまとめた「『図説 都筑の歴史』 

ナナメ読み新聞」を発行いたしましたのでご報告します。 

<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．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１１月２１日に配布完了しま 

した。 
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２．年末消防特別警戒巡視 

  ① 日 時：12 月 28 日（月）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。 

① 日 時：1月 10 日（日）13：00～ 

② 会 場：牛久保西公園グランド 

③ 担 当：１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（水）～１/3（日）は休業 

  2）燃やすゴミ 

    年末は 12/29（火）まで、年始は 1/5（火）から通常どおり 

５．１月定例会について 

  ① 日 時：令和 3年 1月 9日（土）18：00～１丁目・３丁目 

                   19：00～ 2 丁目・4丁目 

６．弔意通知 

１）２丁目在住の宮台 袚次さんには１１月２０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 

７．その他 

 

 

良いお年をお迎え下さい。 
次回定例役員会は、1 月 9 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２年１１月１４日 

１８時００分より 

１９時００分より 

２０２０年１１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：     ６７８世帯（10．１現在 個人 647） 

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について    （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（木）から１月３日（日）まで、お休み 

させていただきます。 

詳しくは９．に同じ。 

＜問合せ＞資源循環局業務課（電話：045-671-3815） 

２．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について      （都市整備局 IR 推進課） 

ＩＲに関する 新情報について、以下３点をご報告します。 

１）ＩＲに関する基本方針修正案及び認定申請期間変更等の公表について 

先日、観光庁から、ＩＲ整備法における基本方針の修正案及び区域整備計画の認定 

申請期間の変更等が公表されました。 

横浜市としては、しっかりと検討を行い、市民の皆様にもご理解いただき、横浜に 

おけるＩＲを実現できるよう、取組を進めていきます。 

２）ＩＲの実現に向けてＲＦＣの概要公表及び追加募集について 

ＩＲ整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、横浜市とＩＲ区域の整備 

を実施する意思を有する民間事業者に対してコンセプト提案募集（ＲＦＣ）を実施 

しましたので、概要の公表を予定しています。 

なお、新型コロナウイルス感染症等への対策やＩＲ事業者のコンプライアンスの確 

保等について、民間事業者から提案を受けるため、ＲＦＣの追加実施を予定してい 

ます。 

３）懸念事項対策シンポジウム 

ギャンブル等依存症や治安などの懸念事項に関して、市民の皆様のご理解を深める 

ためのシンポジウム（有識者による講演やパネルディスカッション等）を開催しま 

す。開催方法は、ウェブでの配信を予定しています。 
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＜問合せ＞都市整備局ＩＲ推進課（電話：045-671-4135） 

３．横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2019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。2019 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ご報告いたします。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が中止されています。 

＜問合せ＞環境創造局みどりアップ推進課（電話：045-671-2712） 

４．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）素案に関する市民意見の募集について   （健康福祉局高齢健康福祉課）    

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、高齢者に関する各種の保健福祉事業や介

護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、取り組む課題を明らかにし、

目標などを定めた法定計画です。 

また、国の認知症施策推進大綱を受け、新たに「認知症施策推進計画」を第８期横浜 

市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画と一体的に策定することとしました。 

令和３年度から５年度の３か年を計画期間とする、第８期計画の策定にあたり、市民 

の方から広く御意見・御要望等を伺うため、素案をもとに市民意見を募集します。 

市民意見募集期間 令和２年 10 月 30（金）～12 月４日（金） 

＜問合せ＞健康福祉局高齢健康福祉課（電話：045-671－3412） 

５．令和３年「成人の日」を祝うつどいについて （教育委員会事務局生涯学習文化財課） 

「成人の日」を祝うつどいについては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえ

で、令和３年１月 11 日（月・祝）に横浜アリーナ及びパシフィコ横浜ノースの２会場

でそれぞれ４回ずつ、計８回の式典を開催します。 

  また、当日の式典の様子を横浜市ホームページにてライブ配信します。 

＜問合せ＞教育委員会事務局生涯学習文化財課（電話：045-671-3282） 

６．横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業の参加申込について  

（市民局地域活動推進課）     

９月にご説明いたしました「横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業」につ 

きまして、協働事業者が決まりました。 

「新しい生活様式」の中にあっても地域の絆をつなぎ、自治会町内会活動を継続してい 

くため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した会議体験等の出張講座を行います。 

ＩＣＴに触れていただき、今後の活動の参考にしていただければ幸いです。この機会を 

是非ご活用ください。 
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＜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．令和２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」を開催いたします。今年度は、新型コロナウイ 

 ルス感染症予防の観点もあるので、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） 

８．令和２年度都筑区自治会町内会向け防災・減災研修会～災害に備える自助・共

助～の開催について    （総務課） 

自助・共助の重要性を再認識していただき、災害時に自ら行動できる人づくり、地域づ 

くりを推進するため、横浜市民防災センターを活用した研修会を開催いたします。 

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いたします。 

＜問合せ＞総務課（電話：045-948-2212） 

９．年末年始のごみと資源物の収集日程について    （資源循環局都筑事務所）  

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

させていただきます。 

日程をお知らせするためのチラシの班回覧については、例年どおり 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、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＞資源循環局都筑事務所（電話：045-941-7914） 

10．つづき体協レポート第 26 号の発行について     （都筑区体育協会） 

 令和元年度活動報告と令和２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。 

 この「体協レポート」には、令和元年度全国中学校体育大会に出場された学校及び選手 

 を称え、健闘ぶりを紹介しています 

 なお、上記学校及び選手には、スポーツ振興補助金より助成金を支給しました。 

＜問合せ＞都筑区体育協会（電話：045-941-1654（090－8878－0459）） 

11．広報紙「しゅんらん」53 号の発行について   （都筑区社会福祉協議会）  

都筑区社会福祉協議会の活動のＰＲと地域福祉活動の啓発のため、令和２年３月に広報 
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紙「しゅんらん」第 53 号を発行いたしました。コロナウイルスの感染拡大防止のため回 

覧のご依頼を控えておりましたが、改めて班回覧についてご依頼いたします。 

＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

12．都筑消防団広報誌「DANDAN」第５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５号では、消防団員の活動を支える 

ご家族にスポットをあてご紹介しています。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．第４期都筑区地域福祉保健計画素案冊子の配布について     （福祉保健課）  

第４期都筑区地域福祉保健計画の素案を作成いたしました。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、お願いいたします。 

 また、素案に対する区民の皆様からの御意見を募集します。意見募集期間は、令和２年 

 10 月 21 日（水）から 11 月 30 日（月）となりますので、併せて周知に御協力いただき 

 ますよう、よろしくお願いいたします。 

＜問合せ＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

14．全市統一行動キャンペーン活動啓発チラシ（青少年）の掲出について 

     （都筑区青少年指導員連絡協議会（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） 

15．第九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２年 11 月２日（月）～令和３年１月 12 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・メール・ＦＡＸで、川柳作品・氏名・住所・連絡先(電話番号)、 

      学生の方は学校名および学年も明記して、応募先へ送付。 

【応募先】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 Ｅメール：tz-chishin@city.yokohama.jp 

＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948－2231） 

16．都筑区民活動センター広報紙”縁ジン”第 24 号の発行について(地域振興課)  

令和２年８月に都筑区民活動センターの広報紙”縁ジン”24 号を発行しました。第 24 
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号は「with コロナでも、豊かにつながり合う」をテーマに都筑区内の生涯学習・地域活 

動を紹介しています。つきましては、班回覧による周知にご協力を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：045-948-2238） 

17．令和２年度都筑区自治会町内会長永年在職者表彰式について（地域振興課）  

令和２年度都筑区自治会町内会長永年在職者表彰について、長期在職者の方を対象とし 

た区長主催による区長感謝会を開催します。詳細は決定次第ご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ご紹介します） 

②開催場所（予定）：都筑区役所 

③開催時期（予定）：令和３年３月 17 日（月） 16:00～ 

 ２）自治会・町内会長在職年数一覧の確認について 

   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６日（金） 

までにご連絡をお願いいたします。 

    ＜問合せ＞地域振興課（電話：045-948－2231） 

18．令和３年都筑区消防出初式について（都筑区消防出初式実行委員会） 

令和３年都筑区消防出初式につきましては、新型コロナウィルス感染防止のため、関係 

者のみで式典だけを行うこととしましたので、何卒御理解と御協力をお願いいたします。 

＜問合せ＞都筑消防署 庶務課（電話：045-945-0119） 

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-1 

20．119 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．小学校運動会 

① 日 時：１０月１７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１８日（日）・・・グランドコンデション悪く中止 

② 会 場：牛久保西公園グランド 

３．中川西中学校コスモス祭 

① 日 時：１０月２４日（土）・・・中止 

４．都筑区民まつり 

① 日 時：１１月 ３日（祝）・・・中止 

５．体育祭と防災訓練 

① 日 時：１１月 ８日（日）・・・中止 

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、班別に回覧をお願いしました。 
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希望者には別途ご連絡します。 

７．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３年 1月 10 日（日）13：00～ 

② 会 場：牛久保西公園グランド 

③ 担 当：１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。 

８．１月定例会について 

  ① 日 時：令和３年 1月 9日（土）詳細は１月定例会で行います。 

  ② 会 場：牛久保西町内会館 

９．その他 

 

 

次回定例役員会は、１２月１２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２年１０月１０日 

１８時００分より 

１９時００分より 

２０２０年１０月 定例役員会 
                          牛久保西町内会 

        都筑区の人口 ：２１３，１６７人 （９．１時点） 

             都筑区世帯数：  ８４,８８８世帯（９．１時点） 

   町内会会員数：     ６８５世帯（９．１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．新たな劇場整備の検討状況について  （政策局芸術創造課） 
横浜市における文化芸術の創造及び発信の新たな拠点となり、まちの活性化につながる

新たな劇場整備を検討するため、令和元年６月市長の附属機関として「横浜市新たな劇

場整備検討委員会」（以下、検討委員会）を設置し、提言（一次）をいただいています。  

 さらに本年度は、事業化を判断するために必要な題材として、施設概要や管理運営の内

容などの検討を行うため、検討委員会のもと「基本計画検討部会」と「管理運営検討部

会」を設置しています。 

 上記の検討委員会、基本計画検討部会及び管理運営検討部会での検討状況について報告

します。 

＜問合せ＞政策局芸術創造課（電話：671-4198） 

２．(仮称)横浜市空家等の適切な管理に関する条例案の骨子に係るパブリックコメ

ントの実施について （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(仮称)横浜市空家等の適切な管理に関する条例案について、骨子をとりまとめました 

ので市民意見募集（パブリックコメント）を行います。 

意見の募集期間は令和２年 10 月１日（木）から令和２年 10 月 30 日（金）までです。御 

意見ははがき、Ｅメール、ＦＡＸ又は持参にて御提出ください。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） 

３．リーフレット「横浜市の水道事業の現状と今後の方向性」の全戸配布について  

（水道局経営企画課）  

水道局では、市会定例会に水道料金の改定議案を提出し、令和３年７月に料金改定を実 

施したいと考えています。 

 これに先立ち、市民の皆様に「横浜市の水道事業の現状と今後の方向性」を御理解いた 

 だくことを目的にリーフレットを作成しました。令和２年 10～11 月に行う水道メーター 

検針時に全戸配布いたします。 

 なお、「横浜水缶」の販売休止についても併せてお伝えいたします。 

＜問合せ＞水道局経営企画課（電話：671-3127） 

４．自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査への御協力について 
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（市民局地域活動推進課）       

自治会町内会・地区連合会の活動の状況を把握するとともに、今後の自治会町内会活動 

に対する本市の支援策の参考とするため、「自治会町内会・地区連合会アンケート」を４ 

年に１度実施しています。このアンケートの回答を依頼します。 

【提出期限】：令和２年 10 月 23 日(金) 

＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：671-2317） 

５．令和２年度自治会町内会講習会について  （市民局地域活動推進課） 
今年度も、「自治会町内会のための講習会」を行います。例年とは異なり、新型コロナウ 

イルス感染症拡大防止のため、講師による「コロナ禍での自治会町内会活動」に関する 

講演を映像資料（DVD）として配付する形で実施します。各区地域振興課からお渡ししま 

すので事前の申請等は不要です。皆様でご視聴いただき、活動の参考にしていただけれ 

ばと存じます。 

＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：671-2317） 

６．コロナ禍での自治会町内会活動について （市民局地域活動推進課） 

コロナ禍で活動の縮小を余儀なくされている自治会町内会が多いかと思います。これま 

で培ってきた地域のつながりが、希薄になってしまうことが懸念される中、今後、自治 

会町内会の活動を続けていくためのヒントにしていただけるように、新たな活動方法や 

工夫された取組などの事例等をまとめて、ご紹介していきます。 

＜問合せ＞市民局地域活動推進課（電話：671-2317） 

７．災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布について （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 

ので、お知らせします。 

【お配りする備蓄食料】非常災害用クラッカー、保存パン、水缶詰、おかゆ 

【対象】横浜市内の法人・団体 

【申込期間】令和２年 10 月５日（月）から 10 月 16 日（金）まで 

【申込方法】郵送、ＦＡＸ及びインターネット（Ｅメールの場合も可） 

＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：671-2011） 

８．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について（都市整備局 ＩＲ推進課） 
 今月は、今年３月６日から４月６日にパブリックコメントを実施した「横浜ＩＲ（統合 

型リゾート）の方向性（素案）」について、８月 28 日にパブリックコメントの結果及び 

パブリックコメントを受け修正した「横浜ＩＲの方向性」を公表しましたので、報告し 

ます。 

＜問合せ＞都市整備局 ＩＲ推進課（電話：671－4135） 

【区関係報告・依頼事項】 

９．令和２年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の推薦について（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、各町内会、団体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＞都筑区地域振興課（電話：948-2232） 

10．令和２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） 
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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。 

令和元年 11 月 1 日（金）から令和２年 10 月 31 日（土）の期間で、スポーツ・文化の分 

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

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

全国で開催されており、大会の規模や受賞内容についての事前の精査が必要となるため、 

推薦書の御提出に先立ちまして、調査票の提出をお願いします。 

＜問合せ＞地域振興課（電話：948－2235） 

11．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。今年は「つながりをたやさない 

社会づくり」をテーマに掲げ、地域福祉を推進してまいります。 

 募金運動にかかる資材をお送りしますので、ご協力をお願いいたします。 

 なお、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

ご協力を賜りますようお願い申しあげます 。 

１）目安額  

①赤い羽根募金 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２年 10 月 1 日（木）～令和２年 12 月 31 日（木） 

＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：943－4058） 

12．「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。 

 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：948－2226） 

13．令和２年度 都筑野菜朝市の開催について（下半期）（区政推進課） 

毎月第２・４土曜日に、地元の農家さんに御協力いただき、都筑区総合庁舎で定期開催 

している都筑野菜朝市について、これまで新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のた 

め開催を中止しておりましたが、10 月より再開が決まりましたのでその日程についてお 

知らせいたします。 

つきましては、ポスター掲示について御協力をお願いいたします。 

  （実施日時） 毎月第２・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：948-2227） 

14．動画で配信！「第 12 回都筑区認知症フォーラム」 （高齢・障害支援課） 

毎年９月に開催してきた認知症フォーラムですが、12 回目を迎えた今年度は、新型コロ 

ナウィルス感染症の感染拡大防止のため、講演内容を動画で配信します。 

「新しい生活様式の中でも、認知症になってからも暮らしやすい まちづくり」をテーマ 

に、第１部は認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子氏の講演、第２部は都筑 

区の取り組みの紹介の動画となっています。 

 ９月 18 日（金）から 12 月 28 日（月）まで、区のホームページからご覧いただけます。

また、区役所や地域ケアプラザにて、講演内容の概要資料の配布を行います。ご希望の

方には区役所窓口にて、DVD の貸し出しも行います。 

今、認知症になってからの生き方・支え合い方が大きく変わり始めています。ぜひ、動
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画をご視聴いただき、周りの方にもお勧めいただければと思います。 

＜問合せ＞高齢・障害支援課（電話：948-2306） 

15．鶴見川水系洪水ハザードマップの更新について  （総務局地域防災課） 

平成 29 年度に配付した鶴見川水系洪水ハザードマップの情報面等を 新版に更新した 

洪水ハザードマップを作成しました。 

＜問合せ＞総務局地域防災課（電話：671－2011） 

16．令和２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） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、令和２年度の高齢者インフルエンザ予防接種に 

ついては、予防接種費用(2,300 円）の無償化できるよう調整をおこなっております。 

詳細な内容が決まりましたら、広報よこはま 10 月号、ホームページ、医療機関に配布す 

るチラシでご案内いたします。 

＜問合せ＞福祉保健課（電話：948-2350） 

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—1 

18．119 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．「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２０（日） 

２．国勢調査 

  ９月 1４から１０月７日の期間内に調査にご協力いただきました。 

  ありがとうございました 

３．学校運動会 

① 日  時：１０月１７日（土）都筑小学校・牛久保小学校・中川西小学校 

今年はコロナの関係で来賓の招待はなし。 

４．後期町内会費徴収 

  徴収有難うございました。 

５．中川連合町内会グランドゴルフ大会 

① 日  時：１０月１８日（日） 

② 会  場：牛久保西公園グランド 

６．町内会理事・監事選考委員会発足 

  １）各丁目３～４名の推薦をお願いします。 

７．弔意通知 

１）１丁目在住の唐戸 貞夫さんには８月３０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 

 ２）１丁目在住の武石 黎子さんには５月にご逝去されました。 

    ここに謹んでご冥福をお祈り申しあげます 
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８．資源回収について 

１）有限会社大興資源では、１０月より古布の回収を再開しました。 

  従来通り木曜日に排出願います。ただし雨天の場合は翌週にしてください。 

２）横浜市よりの連絡です。「古紙」で出せないものについて 

  以下のものは「古紙」として出せません。「燃やすごみ」に出してください。 

 ・汚れている紙（使用済みティッシュペーパー、ピザの箱等） 

 ・銀紙、内側がアルミ貼りの紙パック 

 ・裏カーボン紙、捺染紙（アイロンプリント紙など） 

 ・においのついた紙（カップ麺の紙製容器・ヨーグルト・アイスクリームの紙製容器 

  洗剤の紙製容器 

 ・マスク 

 注）紙パックは水洗いし切り開き、乾燥させてください。 

   段ボールは折りたたんで、ひもで縛って出してください。 

９．その他 

 

次回定例役員会は、１１月１４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２年９月１２日 

１８時００分より 

１９時００分より 

２０２０年９月 定例役員会 
                          牛久保西町内会 

        都筑区の人口 ：２１３，１５３人 （７．１時点） 

             都筑区世帯数：  ８４,７５２世帯（７．１時点） 

   町内会会員数：     ６８４世帯（７．１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】 

【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１０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：別途説明します。 

 

２．「敬老の日の扱い」について 

  ① 日   時：９月２１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２０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（土） 

 



 

―34― 
 

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 

 

６．国勢調査が行われます 

  ５年に一度の国勢調査が始まります。当町内会では地域ごとに町内会の方々に 

  調査員をお願いしております。ご協力をお願いします。 

・調査票の提出は原則インターネット回答又は郵送提出となります。 

・調査世帯が特に希望する場合のみ、調査員が調査票の受け取りにうかがいます。 

   〇インターネット回答・・・９月１４日（月）～１０月７日（水） 

   〇郵送で提出・・・・・・・１０月１日（木）～１０月７日（水） 

 

６．牛久保神社祭礼」について（秋祭り）演芸大会・・・中止 

① 日   時：１０月１１（日） 

 

７．学校運動会 

① 日   時：１０月１７日（土）都筑小学校・牛久保小学校・中川西小学校 

 

８．中川連合グランドゴルフ 

  ① 日   時：１０月１８日（日） 

② 会   場：牛久保西公園グランド 

 

９．都筑区民まつり・・・中止 

 

10．体育祭と防災訓練・・・中止 

 

11．その他 

 

次回定例役員会は、１０月１０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 

よりよろしくお願いします。 

下期町内会費 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。 

  



 

―35― 
 

令和２年８月８日 

18 時から 1,3 丁目 

19 時から 2,4 丁目 

２０２０年８月 定例役員会 
                          牛久保西町内会 

        都筑区の人口 ：２１３，１５３人 （７．１時点） 

             都筑区世帯数：  ８４,７５２世帯（７．１時点） 

   町内会会員数：     ６８４世帯（７．１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． 令和２年国勢調査の調査方法等の見直し及び広報ポスター掲出のお願いについて               

                             （政策局統計情報課） 

 新型コロナウイルス感染症対応で厳しい状況の中、多くの調査員を御推薦いただきあ 

りがとうございました。 

当初ご説明した調査方法から、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、一部調査方

法等の変更がありましたのでお知らせいたします。 

（１）調査方法の見直しについて 

・調査員と各世帯が直接接しない非接触の調査方法を基本とします。 

・調査票の提出は原則インターネット回答又は郵送提出とします。 

・調査世帯が特に希望する場合のみ、調査員が調査票の受け取りにうかがいます。 

・調査員にはマスク等の衛生用品を配布し、調査活動期間中の健康管理を徹底してい

ただきます。 

・調査員説明会は会場を広くし、時間を短縮します。 

詳細は調査員説明会にてお伝えします。 

（２）広報ポスターの掲出について 

各世帯の皆様へ十分な広報を実施したいため、お手数おかけしますが、広報ポスター

の掲出について御協力をお願いいたします。 

下部に『総務省統計局・都道府県・市区町村』と記載された面を掲示してください。 

<問合先>総務課（電話：９４８-２２１５） 

２．横浜市における特別定額給付金について  （市民局総務課定額給付金担当） 

特別定額給付金について、早期の給付に向けて作業を行っております。 新の情報につ 

きましては、随時、本市ホームページや広報よこはま等において周知しておりますが、 

広報用ポスターを作成しましたので各自治会町内会の掲示板への掲示につきまして、ご 

協力をお願いします。締め切り９月１０日（木） 

<問合先>横浜市定額給付金コールセンター（電話：０５７０-０４５５９２） 

３．「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） 
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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。 今年度は新型コロナウイルスの感染のリスクも考慮し、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２年８月下旬（「広報よこはま」９月号と同時期） 

３）送付方法   

配送業者から各自治会町内会の広報担当者様宛に直接送付いたします。 

４）配布手数料  

１部に付２円の手数料を各自治会町内会にお支払いいたします。 

５）「共同募金都筑区だより」概要 

  ①体裁 Ａ４（両面）１枚 

  ②内容 令和元年度共同募金実績及び配分実績 

      令和２年共同募金運動への協力依頼 

<問合先>都筑区社会福祉協議会（電話：９４３-４０５８） 

４．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（統合型リゾート）の方向性（素案）」に関するパブリックコメントのと 

   りまとめ状況について 

「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」について、今年３月６日から４月 

６日までの間、パブリックコメントを実施しましたので、いただいたご意見の件数 

や分類、市の考え方の概要などをご報告します。 

２)「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」(案)について 

    パブリックコメントでいただいたご意見などを参考とさせていただき、「横浜ＩＲ 

（統合型リゾート）の方向性」（案）として、修正した点などについて、報告します。  

３)市民説明会動画について 

市民説明会の内容と同じような情報をお伝えするため、動画を作成しました。 

７月 14 日（火）から横浜市のホームページで公開しています。 

<問合先>都市整備局ＩＲ推進課（電話：６７１-４１３５） 

５．新市庁舎移転に伴う什器等の再利用に向けた見学会について   （総務局管理課）      

新市庁舎へ移転にあたり、新市庁舎や区役所、市関連施設等で什器の再利用を進めてい 

るところです。 

自治会・町内会の皆様向けにも、什器の見学会（９月 13 日から 15 日）を旧市庁舎にて、 

実施します。その場で必要な什器にマーキングを行っていただき、後日、什器をお渡し 

いたします。見学を希望する方は、申込書に記載のうえ、８月 31 日までに E-mail 又は 

FAX にて送付ください。 

<問合先>総務局管理課（電話：６７１-３３９５） 

【区関係報告・依頼事項】 
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６．防犯活動のための研修会及び青色回転灯自主防犯パトロール隊員講習会について  （地域振興課）  

都筑区役所と都筑警察署の共催により、地域防犯活動についての研修会及び青色回転灯 

防犯パトロール新規・更新の講習会を開催いたします。研修参加者を御選出いただきま 

すようお願いいたします。 

<問合先>地域振興課（電話：９４８－２２３４） 

７．令和２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について（共同募金会都筑区支会） 

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 21 日（金）までにご回答いただきますようお願いします。寄付 

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

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

のご回答をお願いいたします。 

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

望日の２週間前までご連絡ください。 

<問合先>都筑区社会福祉協議会（電話：９４３-４０５８） 

８．令和元年度都筑区体育協会総会議案書送付及び令和２年度会費納入の依頼について（都筑区体育協会） 

都筑区体育協会令和元年度総会（書面表決）終了にあたり、令和元年度の事業報告及び

会計決算、令和２年度の事業計画及び予算について、各自治会町内会長様あてに総会議

案書を送付し、報告いたします。 

  また、令和２年度都筑区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。 

 令和元年度の活動については、令和２年４月発行のつづき体協レポートもご覧ください。 

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

９．都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき あい通信」第25号の発行について  （福祉保健課）    

地域で取り組まれている様々な福祉保健活動等を紹介する都筑区地域福祉保健計画情報 

誌「つづき あい通信」第 25 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、７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をいたします。 

<問合先>都筑区福祉保健課（電話：９４８-２３４４） 

10．横浜市「ひとり暮らし高齢者等『地域で見守り』推進事業」実施のお知らせについて （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。 

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。 

<問合先>福祉保健課（電話：９４８－２３４１） 

 

11．広報よこはま等の配布部数（令和２年度上半期分）の確認について     （区政推進課）   
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令和２年度上半期（令和２年４月～令和２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。 

<問合先>区政推進課（電話：９４８－２２２２） 

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—1 

13．119 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 

①   日時：7月 19 日（日）グランドコンデション悪く中止 

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御礼 

  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に氏名を記載願います。領収書は９月定例会にて 

お渡しします。 

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１２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２年 ７月１１日／１２日 

１９時３０分より 

２０２０年 ７月 定例役員会 
                          牛久保西町内会 

       都筑区の人口 ：２１３,２０４人  （ ６．１時点） 

             都筑区世帯数：  ８４,７１６世帯（ ６．１時点） 

   町内会会員数：    ６９１世帯（ ６．１現在 個人 658） 

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．横浜市における特別定額給付金について  （市民局総務課定額給付金担当）  

特別定額給付金について、早期の給付に向けて作業を行っておりますが、現在の状況 

を連合町内会長及び各単会長あてに情報提供させていただきます。 新の情報につき

ましては、随時、本市ホームページや広報よこはま等において、周知してまいります。 

また、広報用のチラシにつきまして、７月にご依頼させていただくかもしれませんの 

で、その際はご協力をお願いします。 

＜問合せ＞横浜市特別定額給付金コールセンター（電話：０５７０－０４５５９２） 

２．横浜ＩＲ（統合型リゾート）について       （都市整備局ＩＲ推進課）  

昨年度行いました「横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査」の結果がまとま 

りましたのでお知らせします。 

この調査は、市におけるギャンブル等依存症が疑われる方の割合を推計するほか、今 

後の予防や啓発、相談支援などの具体的な対策につなげるために行ったものです。 

また、今年２月から開催を延期している６区（青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・ 

瀬谷区）の市民説明会について、早期の再開を目指していますが、新型コロナウイル 

ス感染症の収束が見えない中、参加される皆様の健康を 優先に考えた場合、開催の 

見通しが立たない状況です。 

そうした中でも、再開をお待ちいただいている皆様などへ市民説明会の内容と同じよ 

うな情報をお伝えするため、動画の作成を検討しています。準備が整い次第、ウェブ 

ページに掲載します。 

＜問合せ＞都市整備局 ＩＲ推進課（電話：６７１－４１３５） 

３．ヨコハマ議会だよりの配布延期について     （議会局秘書広報課）   

「ヨコハマ議会だより」は年４回「広報よこはま」等と一緒に配布をお願いしていま 

す。 

この度第２回市会定例会開催日程が遅くなったことに伴い、発行が１か月遅れるため、 

次回の配布を１か月遅らせて９月にお願いします。 

＜問合せ＞議会局秘書広報課（電話：６７１－３０４０） 
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【区関係報告・依頼事項】 
 

４．都筑区更生保護協会賛助金の募集について    （都筑区社会福祉協議会）） 

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 26 回都筑区社会を明るくする運動」の啓 

発宣伝活動を実施します。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮して実 

施いたしますが、趣旨にご理解いただきますようお願いいたします。 

「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を募集いたしますので、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．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２年度におきましても、７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。 

＊１ 個人 年額：１口 1,000 円  ２ 法人 年額：１口 5,000 円  

＜問合せ＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８） 

６．グリーンライン混雑緩和策（６両化）について    （交通局車両課）         

  横浜市高速鉄道４号線（グリーンライン）は、乗車人員が増加傾向にあり、混雑緩和 

  が喫緊の課題となっています。このため、６両化に向けて、これまでに検討・設計等 

を行ってまいりましたが、今年８月（予定）から駅ホーム及び車両基地で順次、工事 

に着手し、令和６年度の完成を目指します。 

＜問合せ＞交通局技術管理部車両課（電話：６７１－３１７９） 

７． 治安情勢等について            （都筑警察署）    

都筑区の治安情勢について報告します。・・・・資料―１ 

８．119 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 

１）日 時：7月 12 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、 
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多くの公共機関でのイベントの中止や近隣町内会の盆踊りも今年度は中止として 

おります。 

  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２１日に敬老の日を迎えます。 

  当町内会では毎年「敬老の日のつどい」を開催しています。 

  例年７月定例会において調査票を配布しておりますが、今年はコロナウィルスの関係 

から開催を中止します。 

このため、対象希望者には粗品を配布いたしたく後日、調査票をお届けしますので回 

覧いただきたく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．令和２年度事業計画および収支予算 

  書面決議により承認された次の資料を説明します。 

  ① 資料－５事業計画 

  ② 資料－６収支予算 

７．その他 

 

 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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  １）日 時：5月 29 日（土 ）13：00～

 ２）会 場：ＪＡ横浜都筑中川支店 

 

９．その他 

                       以上 

   

  


