
第2部では「日本史のなかの横浜～『図説 都筑の歴史』刊行に
触れ～」と題して、公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団理事長
の五味 文彦 氏による区制25周年記念特別講演会が行われ、都筑
の歴史に関する興味深い話を披露されました。

なお、区ホームページでは選定された25か所の名所に加え、
応募いただいたすべての候補地もご覧いただけます。

「これからも都筑区に住み続けたい」人は8割超

あなたはこれからも都筑区に住みたいと思いますか？ 参考：平成27年度都筑区区民意識調査（居住意向）

　昨年は、都筑区制25周年の節目の年でした。これを祝して、
2019年11月9日に都筑公会堂で記念式典が行われました。

　都筑区では、区制25周年を契機にみどりや花が魅力の“都筑
の名所”を募集し、投票により25か所の名所を選定しました。

つづき みどりと花の名所 検索

募集期間 応募総数

投票期間 投票数

2019年1月～9月 62件
2019年10月25日～31日および11月3日 2166票

　第1部の記念式典では、横浜市歌の斉唱に続き、区に対して多
大な貢献をされた皆さまの表彰式と感謝状授与式が行われ、最後
に、都筑区民の歌「夢のつづき」の合唱で終了しました。続いて、

調査対象 ： 区内在住の満18歳以上の人（外国人市民を含む無作為抽出）3000人　
調査方法 ： 郵送調査（郵送で調査票を送り、郵送で回収）　
調査期間 ： 2019年5月20日～6月17日　
回収結果 ： 1496票（回収率 49.9％） ※なお、一部回答者数が異なるものがあります。 ※前回（平成27年度）回収率：51.9％

満足度トップは「電車の利便」。公園や景観への満足度が高く、
電車の利便や駅周辺の環境については改善されたと感じている。

調査概要

49.9%
33.7%

2.5%
1.6%

10.6%
1.7%

49.6%

33.2%

3.0%

1.4%
11.8%

1.0%

ずっと住み続けたい

当分は住み続けたい

できればよそへ移りたい

よそへ移りたい

特に考えていない

無回答

前回（平成27年度）調査と比べると
「住み続けたい」人の割合は0.8ポイント高くなっています。

１位……電車の利便
２位……公園（緑道を含む）の整備
３位……街並み景観の整備
４位……ごみ分別収集・リサイクルや街の美化
５位……車利用のための道路環境の整備

１位……電車の利便
２位……病院やかかりつけ医などの地域医療
３位……防犯に対する意識や取組
４位……歩行者のための道路環境の整備
５位……災害に対する意識や取組

１位……電車の利便
２位……駅周辺などの放置自転車対策
３位……駅舎のバリアフリーなど、移動しやすいまちづくり
４位……最寄り駅周辺のまちづくり
５位……公園（緑道を含む）の整備

満足度ベスト５

重要度ベスト５ 変化度ベスト５

令和元年度都筑区区民意識調査を実施（前回は平成27年度に実施）しましたので、その結果の一部を紹介します。
今後は、こちらの結果の分析を進めることで、区民の生活意識と生活行動を把握し、区政運営に生かしてまいります。

住み続けたい人が
83.6%

住み続けたい人が
82.8%

記念式典に先立ち、センター南駅前に2本のサクラ「ジンダイアケボノ」を植樹しました。 都筑女性フォーラムの皆さまによる野点

※生活環境について、
　回答者の満足が高いもの。

※生活環境について、
　回答者が重要と感じているもの。

※ここ数年の生活環境の変化について、
　良くなったと回答者が感じているもの。

※調査結果は区ホームページで公表中です。 ※小数点は四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

問合せ 948-2212 948-2208庶務係

問合せ 948-2226 948-2399企画調整係

都筑区政功労賞
区政の発展に貢献された皆さまが表彰されました。
・志村 一郎 様
　（都筑区連合町内会自治会 相談役）

・斉木 和夫 様（都筑区医師会 監事）

・栗林 一夫 様（都筑区商店街連合会 顧問）

都筑区制25周年記念名誉区民賞
多年にわたり特に顕著な功績・業績を挙げ、
区の発展に尽力された皆さまが表彰されました。
・長谷川 秀男 様
　（都筑区連合町内会自治会 相談役）

・青木  寶久 様（都筑区懇話会会長）

表彰された皆さま

は せ がわ 　 ひ で お

かなざわ しょうこ

あ おき　 たかひさ

しむら　いちろう

さいき　か ず お

くりばやし か ず お

感謝状
書画『翔』を寄贈いただきました。
・金澤 翔子 様（書家）

『図説 都筑の歴史』の編さんに
ご尽力いただきました。
・『図説 都筑の歴史』編さん委員会の皆さま

▲二次元コードから
　かんたんアクセス

▲表彰者、来賓、主催者の皆さま

▲記念式典の様子

ご み    ふみひこ

▲五味 文彦 氏による講演会

!

受付時間：
平日８時45分～17時

保存版 編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1

948-2223 948-2228

ホームページ
都筑区役所 検索

都筑区役所（代表）



61.0

0% 20% 40% 60%

携帯ラジオ、懐中時計など
非常持ち出し品の準備

近くの学校や公園などの避難場所の確認

3日分以上の食料や飲料水の備蓄

家具(タンス、食器棚)などの転倒防止

建物の耐震対策の実施、または耐震基準が改正
された昭和56年以降に建てた住宅への居住

55.9

48.9

44.3

40.6

55.355.3

0% 20% 40% 60%

38.1

30.7

29.1

24.5

保育サービスの充実

子育てと仕事の両立のための
職場環境づくり

子育てに関する
相談窓口の充実

放課後児童
健全育成事業の充実

地域で子育てを支える
仕組みづくり

0% 10% 20% 30% 40%

災害時の避難の手助け

安否確認の声掛け

ちょっとした力仕事

子どもの預かり

話し相手や相談相手

31.931.9
22.922.9

13.8

7.6

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高齢者支援に関する活動

障害者支援に関する活動

保健・医療に関する活動

学習活動に関する指導などの活動

国際交流・協力に関する活動

子育て支援、
児童・青少年育成に関する活動

スポーツ・
レクリエーションに関する活動

防災・災害救援に関する活動

防犯・安全に関する活動

まちづくりに関する活動

自然・環境保護に関する活動

人権擁護に関する活動

その他

無回答

45.345.3
31.6

25.8

10.8

15.3

32.6

13.6

42.342.3
40.540.5

23.0

31.6

29.3

13.4

1.9

0% 20% 60%40% 80%

高齢者支援に関する活動

障害者支援に関する活動

保健・医療に関する活動

学習活動に関する指導などの活動

国際交流・協力に関する活動

子育て支援、
児童・青少年育成に関する活動

スポーツ・
レクリエーションに関する活動

防災・災害救援に関する活動

防犯・安全に関する活動

まちづくりに関する活動

自然・環境保護に関する活動

人権擁護に関する活動

その他

活動経験なし

4.1
4.4

2.1
4.4

2.1
1.3
1.5
1.7
1.3
0.9

4.9
5.9
5.9
6.3
5.3
5.6
8.6
11.2

8.7
2.4

0.4
0.3

9.6
11.7

0.5
1.6

72.8
72.1

令和元年度回答者数 1496票
平成27年度回答者数 1558票

0% 20% 60%40%

日常生活の中で歩くなど
意識して体を動かす

60.260.2
64.864.8

バランスよく食べる 54.8
54.7

定期的に健康診断を受ける 43.2
52.8

睡眠をしっかりとる 37.2
45.7

週1回以上、運動する 31.6
35.2

0%0% 20%20% 40%40% 60%60%

ひとり暮らし、高齢者のみの
世帯になった時の訪問などの見守り

在宅医療の推進・支援

介護予防などの健康の維持管理

買い物、通院などの
外出に対する支援

高齢者の地域活動、
いきがい対策の取組

47.7

43.9

41.1

32.9

32.2

0% 20% 40% 60% 80%

介護が必要な
状態になること

健康や病気のこと

生活費や収入のこと

孤独 
(同居する人がいないなど)
人(近隣、友人、仲間など)

との付き合い

76.376.3
71.971.9

59.1

16.1

14.1

健康づくりの取組で重要だと思うこと 実際に取り組んでいること

お互い困ったときには
助け合っている
9.3%ほとんど

付き合いはない
8.2%

あいさつをする程度
53.6%

お互いに訪問し
あっている
2.3%

立ち話を
する程度
23.9%

無回答
2.6%

皆さんはどのように防災情報を確
認していますか？横浜市では、「横
浜市防災情報Eメール」で、登録
いただいた皆さんへ必要な防災
情報を随時お知らせしています。

上位3項目

横浜市防災情報
Eメール登録

ご近所に手伝ってほしいことは、
「災害時の避難の手助け」や、「安否確認の声掛け」

今後、地域の中で充実させていくべき、
重要度が高いと考える活動は何ですか？〈複数回答（いくつでも）〉

過去１年間に行った社会貢献活動〈複数回答（いくつでも）〉

少し困ったことがあった場合、
ご近所から手伝ってもらいたいことはありますか？ 
〈複数回答（いくつでも）〉

あなたは日ごろ、
どの程度のご近所付き合いをしていますか?

７割以上の人が「介護が必要な状態になること」や
「健康や病気」について不安を感じている。

６割以上の人が、日常の中で意識して体を動かすことを重要と考え、
実際に取り組んでいる。

子育て支援に必要なのは「保育サービスの充実」が最多

あなたは、安心して子育てを行うためには
どのような施策が必要だと思いますか?〈複数回答（3つまで）〉

お子さんの預け先を考えるときは

高齢者の生活で特に不安なことは何ですか？
〈複数回答（３つまで）〉

あなたが健康づくりの取組で重要だと思うことは何ですか？
〈複数回答（３つまで）〉
また、ご自身が実際に取り組んでいることは何ですか？
〈複数回答（いくつでも）〉

区では今後、急速に高齢化が進んでいくことが見込まれます。
日ごろから意識して体を動かしたり、バランスのよい食事を心掛けて
健康でいきいきとした生活を送れるよう意識しましょう。

　「食育月間」と「歯と口の健康週間」にちなみ、
毎年６月に開催しています。
　食育と歯をはじめとする“健
康づくり”について、家族で楽し
みながら学べる体験型のイベ
ントです。

　認可保育所以外にも、横浜保育室や預かり保育を
取り入れた幼稚園など、さまざまなお子さんの預け先
があります。保育・教育コンシェルジュは、お子さんの
年齢や預ける時間・日数に応じた保育サービスの提
案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
　その他、区内の市立保育所では園庭開放や給食

防災情報の利用状況（回答者数 743票）

あなたやあなたの家族は、地震や風水害があった場合に備えて、
どのような対策をしていますか？〈複数回答（いくつでも）〉

45.0％
16.8％
6.6％

Yahoo!防災アプリ
横浜市防災情報Eメール
市や区のツイッター

あなたは、今後高齢者人口が増加する中で
どのような支援や取組が必要だと考えますか？
〈複数回答（３つまで）〉

45.2％

30.9％

18.0％

健康づくりに関するイベントや講座の開催
ホームページやアプリなどによる健康づくり
に関する情報の集約・提供
保健活動推進員、食生活等改善推進員、
スポーツ推進員などの地域での健康づくり
活動を実施している人への支援強化

あなたが健康づくりの取組を行うためには、
どのような施策が必要だと思いますか？
〈複数回答（２つまで）〉

!

災害に対する備えは「携帯ラジオなどの
災害時の持ち出し品の準備」が最多

社会貢献活動で重要なのは「高齢者支援」や「防災・防犯など」に関する活動

食育・健康フェア

上位3項目

問合せ 948-2227 948-2399企画調整係

体験を実施しています。
　お子さんと一緒に、実際の保育の様子
を見学・体験してみてはいかがでしょうか。
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携帯ラジオ、懐中時計など
非常持ち出し品の準備

近くの学校や公園などの避難場所の確認

3日分以上の食料や飲料水の備蓄

家具(タンス、食器棚)などの転倒防止

建物の耐震対策の実施、または耐震基準が改正
された昭和56年以降に建てた住宅への居住
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子育てに関する
相談窓口の充実
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健全育成事業の充実

地域で子育てを支える
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話し相手や相談相手
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まちづくりに関する活動
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人権擁護に関する活動
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無回答
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(同居する人がいないなど)
人(近隣、友人、仲間など)
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71.971.9

59.1

16.1

14.1

健康づくりの取組で重要だと思うこと 実際に取り組んでいること

お互い困ったときには
助け合っている
9.3%ほとんど

付き合いはない
8.2%

あいさつをする程度
53.6%

お互いに訪問し
あっている
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立ち話を
する程度
23.9%

無回答
2.6%

皆さんはどのように防災情報を確
認していますか？横浜市では、「横
浜市防災情報Eメール」で、登録
いただいた皆さんへ必要な防災
情報を随時お知らせしています。

上位3項目

横浜市防災情報
Eメール登録

ご近所に手伝ってほしいことは、
「災害時の避難の手助け」や、「安否確認の声掛け」

今後、地域の中で充実させていくべき、
重要度が高いと考える活動は何ですか？〈複数回答（いくつでも）〉

過去１年間に行った社会貢献活動〈複数回答（いくつでも）〉

少し困ったことがあった場合、
ご近所から手伝ってもらいたいことはありますか？ 
〈複数回答（いくつでも）〉

あなたは日ごろ、
どの程度のご近所付き合いをしていますか?

７割以上の人が「介護が必要な状態になること」や
「健康や病気」について不安を感じている。

６割以上の人が、日常の中で意識して体を動かすことを重要と考え、
実際に取り組んでいる。

子育て支援に必要なのは「保育サービスの充実」が最多

あなたは、安心して子育てを行うためには
どのような施策が必要だと思いますか?〈複数回答（3つまで）〉

お子さんの預け先を考えるときは

高齢者の生活で特に不安なことは何ですか？
〈複数回答（３つまで）〉

あなたが健康づくりの取組で重要だと思うことは何ですか？
〈複数回答（３つまで）〉
また、ご自身が実際に取り組んでいることは何ですか？
〈複数回答（いくつでも）〉

区では今後、急速に高齢化が進んでいくことが見込まれます。
日ごろから意識して体を動かしたり、バランスのよい食事を心掛けて
健康でいきいきとした生活を送れるよう意識しましょう。

　「食育月間」と「歯と口の健康週間」にちなみ、
毎年６月に開催しています。
　食育と歯をはじめとする“健
康づくり”について、家族で楽し
みながら学べる体験型のイベ
ントです。

　認可保育所以外にも、横浜保育室や預かり保育を
取り入れた幼稚園など、さまざまなお子さんの預け先
があります。保育・教育コンシェルジュは、お子さんの
年齢や預ける時間・日数に応じた保育サービスの提
案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
　その他、区内の市立保育所では園庭開放や給食

防災情報の利用状況（回答者数 743票）

あなたやあなたの家族は、地震や風水害があった場合に備えて、
どのような対策をしていますか？〈複数回答（いくつでも）〉

45.0％
16.8％
6.6％

Yahoo!防災アプリ
横浜市防災情報Eメール
市や区のツイッター

あなたは、今後高齢者人口が増加する中で
どのような支援や取組が必要だと考えますか？
〈複数回答（３つまで）〉

45.2％

30.9％

18.0％

健康づくりに関するイベントや講座の開催
ホームページやアプリなどによる健康づくり
に関する情報の集約・提供
保健活動推進員、食生活等改善推進員、
スポーツ推進員などの地域での健康づくり
活動を実施している人への支援強化

あなたが健康づくりの取組を行うためには、
どのような施策が必要だと思いますか？
〈複数回答（２つまで）〉

!

災害に対する備えは「携帯ラジオなどの
災害時の持ち出し品の準備」が最多

社会貢献活動で重要なのは「高齢者支援」や「防災・防犯など」に関する活動

食育・健康フェア

上位3項目

問合せ 948-2227 948-2399企画調整係

体験を実施しています。
　お子さんと一緒に、実際の保育の様子
を見学・体験してみてはいかがでしょうか。



61.0

0% 20% 40% 60%

携帯ラジオ、懐中時計など
非常持ち出し品の準備

近くの学校や公園などの避難場所の確認

3日分以上の食料や飲料水の備蓄

家具(タンス、食器棚)などの転倒防止

建物の耐震対策の実施、または耐震基準が改正
された昭和56年以降に建てた住宅への居住

55.9

48.9

44.3

40.6

55.355.3

0% 20% 40% 60%

38.1

30.7

29.1

24.5

保育サービスの充実

子育てと仕事の両立のための
職場環境づくり

子育てに関する
相談窓口の充実

放課後児童
健全育成事業の充実

地域で子育てを支える
仕組みづくり

0% 10% 20% 30% 40%

災害時の避難の手助け

安否確認の声掛け

ちょっとした力仕事

子どもの預かり

話し相手や相談相手

31.931.9
22.922.9

13.8

7.6

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高齢者支援に関する活動

障害者支援に関する活動

保健・医療に関する活動

学習活動に関する指導などの活動

国際交流・協力に関する活動

子育て支援、
児童・青少年育成に関する活動

スポーツ・
レクリエーションに関する活動

防災・災害救援に関する活動

防犯・安全に関する活動

まちづくりに関する活動

自然・環境保護に関する活動

人権擁護に関する活動

その他

無回答

45.345.3
31.6

25.8

10.8

15.3

32.6

13.6

42.342.3
40.540.5

23.0

31.6

29.3

13.4

1.9

0% 20% 60%40% 80%

高齢者支援に関する活動

障害者支援に関する活動

保健・医療に関する活動

学習活動に関する指導などの活動

国際交流・協力に関する活動

子育て支援、
児童・青少年育成に関する活動

スポーツ・
レクリエーションに関する活動

防災・災害救援に関する活動

防犯・安全に関する活動

まちづくりに関する活動

自然・環境保護に関する活動

人権擁護に関する活動

その他

活動経験なし

4.1
4.4

2.1
4.4

2.1
1.3
1.5
1.7
1.3
0.9

4.9
5.9
5.9
6.3
5.3
5.6
8.6
11.2

8.7
2.4

0.4
0.3

9.6
11.7

0.5
1.6

72.8
72.1

令和元年度回答者数 1496票
平成27年度回答者数 1558票

0% 20% 60%40%

日常生活の中で歩くなど
意識して体を動かす

60.260.2
64.864.8

バランスよく食べる 54.8
54.7

定期的に健康診断を受ける 43.2
52.8

睡眠をしっかりとる 37.2
45.7

週1回以上、運動する 31.6
35.2

0%0% 20%20% 40%40% 60%60%

ひとり暮らし、高齢者のみの
世帯になった時の訪問などの見守り

在宅医療の推進・支援

介護予防などの健康の維持管理

買い物、通院などの
外出に対する支援

高齢者の地域活動、
いきがい対策の取組

47.7

43.9

41.1

32.9

32.2

0% 20% 40% 60% 80%

介護が必要な
状態になること

健康や病気のこと

生活費や収入のこと

孤独 
(同居する人がいないなど)
人(近隣、友人、仲間など)

との付き合い

76.376.3
71.971.9

59.1

16.1

14.1

健康づくりの取組で重要だと思うこと 実際に取り組んでいること

お互い困ったときには
助け合っている
9.3%ほとんど

付き合いはない
8.2%

あいさつをする程度
53.6%

お互いに訪問し
あっている
2.3%

立ち話を
する程度
23.9%

無回答
2.6%

皆さんはどのように防災情報を確
認していますか？横浜市では、「横
浜市防災情報Eメール」で、登録
いただいた皆さんへ必要な防災
情報を随時お知らせしています。

上位3項目

横浜市防災情報
Eメール登録

ご近所に手伝ってほしいことは、
「災害時の避難の手助け」や、「安否確認の声掛け」

今後、地域の中で充実させていくべき、
重要度が高いと考える活動は何ですか？〈複数回答（いくつでも）〉

過去１年間に行った社会貢献活動〈複数回答（いくつでも）〉

少し困ったことがあった場合、
ご近所から手伝ってもらいたいことはありますか？ 
〈複数回答（いくつでも）〉

あなたは日ごろ、
どの程度のご近所付き合いをしていますか?

７割以上の人が「介護が必要な状態になること」や
「健康や病気」について不安を感じている。

６割以上の人が、日常の中で意識して体を動かすことを重要と考え、
実際に取り組んでいる。

子育て支援に必要なのは「保育サービスの充実」が最多

あなたは、安心して子育てを行うためには
どのような施策が必要だと思いますか?〈複数回答（3つまで）〉

お子さんの預け先を考えるときは

高齢者の生活で特に不安なことは何ですか？
〈複数回答（３つまで）〉

あなたが健康づくりの取組で重要だと思うことは何ですか？
〈複数回答（３つまで）〉
また、ご自身が実際に取り組んでいることは何ですか？
〈複数回答（いくつでも）〉

区では今後、急速に高齢化が進んでいくことが見込まれます。
日ごろから意識して体を動かしたり、バランスのよい食事を心掛けて
健康でいきいきとした生活を送れるよう意識しましょう。

　「食育月間」と「歯と口の健康週間」にちなみ、
毎年６月に開催しています。
　食育と歯をはじめとする“健
康づくり”について、家族で楽し
みながら学べる体験型のイベ
ントです。

　認可保育所以外にも、横浜保育室や預かり保育を
取り入れた幼稚園など、さまざまなお子さんの預け先
があります。保育・教育コンシェルジュは、お子さんの
年齢や預ける時間・日数に応じた保育サービスの提
案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
　その他、区内の市立保育所では園庭開放や給食

防災情報の利用状況（回答者数 743票）

あなたやあなたの家族は、地震や風水害があった場合に備えて、
どのような対策をしていますか？〈複数回答（いくつでも）〉

45.0％
16.8％
6.6％

Yahoo!防災アプリ
横浜市防災情報Eメール
市や区のツイッター

あなたは、今後高齢者人口が増加する中で
どのような支援や取組が必要だと考えますか？
〈複数回答（３つまで）〉

45.2％

30.9％

18.0％

健康づくりに関するイベントや講座の開催
ホームページやアプリなどによる健康づくり
に関する情報の集約・提供
保健活動推進員、食生活等改善推進員、
スポーツ推進員などの地域での健康づくり
活動を実施している人への支援強化

あなたが健康づくりの取組を行うためには、
どのような施策が必要だと思いますか？
〈複数回答（２つまで）〉

!

災害に対する備えは「携帯ラジオなどの
災害時の持ち出し品の準備」が最多

社会貢献活動で重要なのは「高齢者支援」や「防災・防犯など」に関する活動

食育・健康フェア

上位3項目

問合せ 948-2227 948-2399企画調整係

体験を実施しています。
　お子さんと一緒に、実際の保育の様子
を見学・体験してみてはいかがでしょうか。



第2部では「日本史のなかの横浜～『図説 都筑の歴史』刊行に
触れ～」と題して、公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団理事長
の五味 文彦 氏による区制25周年記念特別講演会が行われ、都筑
の歴史に関する興味深い話を披露されました。

なお、区ホームページでは選定された25か所の名所に加え、
応募いただいたすべての候補地もご覧いただけます。

「これからも都筑区に住み続けたい」人は8割超

あなたはこれからも都筑区に住みたいと思いますか？ 参考：平成27年度都筑区区民意識調査（居住意向）

　昨年は、都筑区制25周年の節目の年でした。これを祝して、
2019年11月9日に都筑公会堂で記念式典が行われました。

　都筑区では、区制25周年を契機にみどりや花が魅力の“都筑
の名所”を募集し、投票により25か所の名所を選定しました。

つづき みどりと花の名所 検索

募集期間 応募総数

投票期間 投票数

2019年1月～9月 62件
2019年10月25日～31日および11月3日 2166票

　第1部の記念式典では、横浜市歌の斉唱に続き、区に対して多
大な貢献をされた皆さまの表彰式と感謝状授与式が行われ、最後
に、都筑区民の歌「夢のつづき」の合唱で終了しました。続いて、

調査対象 ： 区内在住の満18歳以上の人（外国人市民を含む無作為抽出）3000人　
調査方法 ： 郵送調査（郵送で調査票を送り、郵送で回収）　
調査期間 ： 2019年5月20日～6月17日　
回収結果 ： 1496票（回収率 49.9％） ※なお、一部回答者数が異なるものがあります。 ※前回（平成27年度）回収率：51.9％

満足度トップは「電車の利便」。公園や景観への満足度が高く、
電車の利便や駅周辺の環境については改善されたと感じている。

調査概要

49.9%
33.7%

2.5%
1.6%

10.6%
1.7%

49.6%

33.2%

3.0%

1.4%
11.8%

1.0%

ずっと住み続けたい

当分は住み続けたい

できればよそへ移りたい

よそへ移りたい

特に考えていない

無回答

前回（平成27年度）調査と比べると
「住み続けたい」人の割合は0.8ポイント高くなっています。

１位……電車の利便
２位……公園（緑道を含む）の整備
３位……街並み景観の整備
４位……ごみ分別収集・リサイクルや街の美化
５位……車利用のための道路環境の整備

１位……電車の利便
２位……病院やかかりつけ医などの地域医療
３位……防犯に対する意識や取組
４位……歩行者のための道路環境の整備
５位……災害に対する意識や取組

１位……電車の利便
２位……駅周辺などの放置自転車対策
３位……駅舎のバリアフリーなど、移動しやすいまちづくり
４位……最寄り駅周辺のまちづくり
５位……公園（緑道を含む）の整備

満足度ベスト５

重要度ベスト５ 変化度ベスト５

令和元年度都筑区区民意識調査を実施（前回は平成27年度に実施）しましたので、その結果の一部を紹介します。
今後は、こちらの結果の分析を進めることで、区民の生活意識と生活行動を把握し、区政運営に生かしてまいります。

住み続けたい人が
83.6%

住み続けたい人が
82.8%

記念式典に先立ち、センター南駅前に2本のサクラ「ジンダイアケボノ」を植樹しました。 都筑女性フォーラムの皆さまによる野点

※生活環境について、
　回答者の満足が高いもの。

※生活環境について、
　回答者が重要と感じているもの。

※ここ数年の生活環境の変化について、
　良くなったと回答者が感じているもの。

※調査結果は区ホームページで公表中です。 ※小数点は四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

問合せ 948-2212 948-2208庶務係

問合せ 948-2226 948-2399企画調整係

都筑区政功労賞
区政の発展に貢献された皆さまが表彰されました。
・志村 一郎 様
　（都筑区連合町内会自治会 相談役）

・斉木 和夫 様（都筑区医師会 監事）

・栗林 一夫 様（都筑区商店街連合会 顧問）

都筑区制25周年記念名誉区民賞
多年にわたり特に顕著な功績・業績を挙げ、
区の発展に尽力された皆さまが表彰されました。
・長谷川 秀男 様
　（都筑区連合町内会自治会 相談役）

・青木  寶久 様（都筑区懇話会会長）

表彰された皆さま

は せ がわ 　 ひ で お

かなざわ しょうこ

あ おき　 たかひさ

しむら　いちろう

さいき　か ず お

くりばやし か ず お

感謝状
書画『翔』を寄贈いただきました。
・金澤 翔子 様（書家）

『図説 都筑の歴史』の編さんに
ご尽力いただきました。
・『図説 都筑の歴史』編さん委員会の皆さま

▲二次元コードから
　かんたんアクセス

▲表彰者、来賓、主催者の皆さま

▲記念式典の様子

ご み    ふみひこ

▲五味 文彦 氏による講演会

!

受付時間：
平日８時45分～17時

保存版 編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1

948-2223 948-2228

ホームページ
都筑区役所 検索

都筑区役所（代表）


