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▲広報よこはま新区（Ｄ区）準備号　
　1993年12月号 ▲広報よこはま・都筑区準備号

　1994年10月号  区シンボルマーク候補作品

▲広報よこはま・区版

　1994年12月号

1994年11月6日▶
都筑区誕生記念式典

▲1994年11月 都筑区誕生当時の紙面

広報相談係　　948-2223　　948-2228問合せ

　区名は応募総数1万6864通、名前の種類は3067種
類ありました。これらの候補の中から9候補に絞り、さらに

「港京」「都筑」「光」の３候補に絞り、当時の横浜市区名選定
委員会が総合的に検討した結果、選定されたのが「都筑」
です。ちなみに、区名が選定されるまで都筑区は「Ｄ区」（青
葉区はＣ区）と呼ばれていました。
　区のシンボルマークは、1425点もの作品が寄せられまし
た。どの作品にも、新しく誕生する都筑区への期待や希望、
区発展への願いが感じられました。特に、豊かな自然、水や
緑をイメージしたもの、人の輪（和）やふれあいを表現したも
の、「つづき」や「Ｔ」をデザインしたものなどが多くみられまし
た。これらの応募作品から都筑区シンボルマーク選定委員
が5点の候補作品を選び、区民投票により現在のシンボル
マークが決定し、分区当日の記念式典で披露されました。

※この記事のイベントや連絡先は、すべて当時のものですのでご注意ください。

地域振興券の交付開始（３月）、つづきの丘小
学校開校（4月）、住居表示の実施に伴い「あゆ
みが丘」が誕生。

区総合庁舎内に都筑区民活動センター開設（１０
月）、住居表示の実施に伴い「茅ケ崎東四丁
目」、「茅ケ崎東五丁目」、「中川八丁目」および

「中川中央二丁目」の4つの町が誕生（１０月）。

都筑多文化・青少年交流プラザの愛称が「つづきMYプラ
ザ」に決定（4月）、都筑区の花がサクラソウに決定（3月）。

横浜開港150周年の記念で、開港博Y150が開催
されました。また、映画『おくりびと』が日本映画で初と
なる第81回アカデミー賞最優秀外国語映画賞に選
ばれました。

都筑区制20周年記念事業として、夏期巡回ラ
ジオ体操・みんなの体操会開催（８月）。『出張！
なんでも鑑定団in都筑』も（９月）。

消費税が17年ぶりに５％から８％に引き
上げられました。圏央道の相模原愛川

ＩＣから高尾山ＩＣ間14.8kmが開通し、
東名高速道路、中央自動車道、関越自
動車道が接続しました。

西武ライオンズに入団した松坂大輔投
手がプロ初登板初勝利、また、よこはま
動物園ズーラシアが開園しました。

この年には、日本で新紙幣が発行され
ました。肖像画は、1万円札が旧紙幣と
同じく福沢諭吉、5千円札が樋口一葉、
千円札が野口英世。

まつざか だいすけ

ふくざわ  ゆきち

のぐち ひでよ

ひぐち いちよう

受付時間：
平日８時45分～17時
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　都筑区が誕生してから区内にはたくさんの施設が
でき、2008年には市営地下鉄グリーンラインが開通
しました。横浜国際プール、昭和大学横浜市北部病
院、市営地下鉄グリーンラインについては、広報よこ
はま都筑区版の表紙を飾っています。最近では、首都
高速道路横浜北線開通の記事が掲載されました。東
名高速道路・横浜青葉IC・JCTから第三京浜道路・横
浜港北JCTを結ぶ横浜環状北西線は2020年春の開
通を目指して、事業を進めています。

　区民の皆さんが日頃口にしている「歴博通
り」「区役所通り」「みなきたウォーク」といった
愛称、都筑工場の煙突の色、都筑音頭と区民
の歌、そして区の花、すべてが都筑区が誕生
した後に区民の皆さんによって決められたもの
です。都筑工場の煙突は、塗り直される前は
赤と白でした。（写真10参照）

　都筑区が誕生する前の出来事を集めてみました。
　北部工場（現在の都筑工場）に隣接する温水プールや地区センターなどの余熱利
用施設は、1984年11月上旬にオープンしました。また、区総合庁舎ができるまで
1992年5月にオープンした港北ニュータウン行政サービスセンターが住民票の写しの
交付・転出入の手続、保険・年金の手続、一部の保健所業務を行っていました。

　2010年4月6日に区の人口は20万人を突破しました。区が誕生
した当時は11万976人からスタートし、2019年9月1日現在の人口
は21万2298人となっています。
　2011年3月11日に発生した東日本大震災では区内でも最大
震度5弱を記録し、建物の倒壊や一部損壊などの被害が出ました。
また、地震の影響で電話がつながらない、大規模な停電、帰宅困難
者の発生など、さまざまな混乱が生じました。
　2012年5月21日、首都圏で173年ぶりに金環日食が観測されま
した。広報よこはま都筑区版でも特集し、観察方法やイベント案内
などの記事を掲載しました。日食専用グラスで、きれいなリングをご覧
になった人も多いのではないでしょうか？

　市営地下鉄は、1993年3月に新横浜駅からあざみ野
駅までが開通しました。この区間の開通により市の北西
部と都心部が結ばれました。
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