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※市連関係報告事項（３月１２日開催） 

１ 横浜市民火災共済新規加入募集チラシ回覧のご協力について 

（横浜市民共済生活協同組合） 

平素は火災共済事業の推進につきまして、連合自治会長様はじめ自治会、町内会長様 

には格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。平成 21 年度も多数の青葉区民の皆様 

が加入して下さるよう努力をしてまいりたいと思っております。 

つきましては、一人でも多くの区民の方に新規加入していただきたく、新規加入募集 

チラシの回覧をお願いいたします。チラシは、地区連合自治会・町内会ごとに下記の地 

区割表のとおり配布します。 

地 区 割 表 

配布月 配布対象地区連合自治会・町内会 

４月 
市ヶ尾連合自治会、恩田連合自治会、奈良北団地連合自治会 

奈良町連合自治会 

７月 山内連合自治会、美しが丘連合自治会、すすき野連合自治会 

１０月 
荏田連合自治会、新荏田連合自治会、荏田西連合自治会 

青葉台連合自治会 

平成 22 年 1 月 
中里連合自治会、中里北部連合町内会、上谷本連合町内会 

谷本連合自治会 

問合せ先： 横浜市民共済生活協同組合 青葉連絡所 ℡（９７４）２６６６ 齋 藤 

２ 平成 21 年度「町の防災組織」活動費補助金の 

交付申請について（安全管理局） 

「町の防災組織」を結成している自治会・町内会の自主的な防災活動に補助金を交付 

します。 

○活動費補助金 一世帯あたり１６０円 

○提出書類 

（交付申請時） 

①平成 21年度「町の防災組織」活動費補助金交付申請書（申請書） 

②平成 20年度「町の防災組織」活動実績報告書（報告書） 

③事業計画書・収支予算書・事業実績報告書・収支決算書 

（地域振興課へ提出済みの場合は必要ありません）



- 2 - 

（交付決定通知受領後） 

・平成 21年度「町の防災組織」活動費補助金請求書（請求書） 

○送付時期 今月の自治会・町内会配送ルート 

○交付申請期限 平成 21年４月１日（水）～６月 30日（火） 

※郵送の場合は、当日消印有効です。 

○提出先 青葉区役所総務課庶務係 

問合せ先： 総務課 庶務係 ℡（９７８）２２１１ 坂 田 

３ 広報紙の配布について（市民活力推進局） 

○広報紙名 ①広報よこはま 

②県のたより 

○配 布 先 自治会・町内会に加入している世帯 

※未加入の世帯にもお配りくださいますようお願いいたします。 

○配布依頼回数 毎月１回（平成 21年４月号～平成 22 年３月号） 

○配布時期 毎月末日までに、配送業者を通じて各自治会・町内会の配布担当者へお 

届しますので、各世帯には毎月 10日までに配布をお願いします。 

（但し、 平成 22年１月号は、平成 21年 12 月 29 日までにお届けします。） 

○配布部数 各自治会・町内会からあらかじめお申し出いただいている部数 

○配布謝金 ①広報よこはま １部あたり ９円（前年度同額） 

②県のたより １部あたり ８円（前年度同額） 

○謝金支払時期 両紙を合わせた６ヵ月分を一括して、年度内に２回お支払いします。 

（平成 21年 10 月と平成 22年３月） 

○配布担当者や部数などの変更について 

広報相談係までご連絡下さい。 

TEL:978-2221 FAX:978-2441 E ﾒｰﾙ ao-koho@city.yokohama.jp 

（年度途中での変更については、毎月 10日までにご連絡いただければ、 

翌月分の配布に間に合います。） 

○そ の 他 ・自治会・町内会活動として、広報紙を配布しているときに、事故で負 

傷した場合には、原則、横浜市市民活動保険の対象となりますので、 

総務課庶務係までご相談下さい。（状況により保険対象外の場合有り） 

・広報紙の配布が困難な場合には、広報相談係までご連絡ください。 

詳細につきましては別紙チラシをご覧ください。 

チラシは今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会長様に送付します。 

問合せ先： 区政推進課 広報相談係 ℡（９７８）２２２１ 渡 辺

mailto:E%EF%BE%92%EF%BD%B0%EF%BE%99ao-koho@city.yokohama.jp
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４ 議会広報紙「ヨコハマ議会だより」の配布について（市会事務局） 

○発行予定月 平成 21年５月、８月、11月、平成 22年２月（年４回） 

○送付時期 発行予定月の前月末日までに配送業者を通じて各自治会・町内会へお届 

けします。 

○配布謝金 １部あたり ４円（前年度同額） 

○謝金支払時期 年２回（10月、３月） 

問合せ先： 市会事務局 庶務課 ℡（６７１）３０４０ 羽田 小島 

５ 個人住民税の公的年金からの特別徴収について（行政運営調整局） 

平成２１年１０月から、地方税法の改正に伴い、公的年金に係る所得に対する個人住 

民税（市民税・県民税）のお支払い方法が変わります。 

公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、銀行などに出 

向き、納付書により窓口で個人住民税をお支払いいただくか、口座振替により納付いた 

だいていますが、今回の制度導入により、個人住民税は、年６回の年金給付の際に差し 

引いて徴収（特別徴収）されることとなります。 

詳細につきましては別紙チラシをご覧ください。 

チラシは今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会長様に送付します。 

５月には制度の詳細な内容を掲載した「広報よこはま税務特別号」を市内全世帯に配 

布し、６月上旬には年金所得者あてに送付する税額通知に説明チラシを同封いたします。 

○制度概要 

公的年金等の支払いを受けている方の年金に係る個人住民税を、公的年金（老齢基 

礎年金等）の給付の際に差し引いて徴収（特別徴収）する制度です。 

○対象者 

当該年度の初日（４月１日）に公的年金を受給している６５歳以上の方が対象です。 

ただし次のような方は対象となりません。 

（１）老齢基礎年金等の金額が年間１８万円未満の方 

（２）個人住民税額が、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を控除した老 

齢基礎年金等の金額を超える方 

※前年の所得に対して個人住民税の計算をした結果、納税額が発生しなかった 

方は、年金からの個人住民税の特別徴収はありません。 

○開始時期 

実際の年金からの特別徴収は、平成21年10月に支払われる年金から実施されます。 

※この制度は、個人住民税の支払い方法を変更するものであり、税額の計算方法等に 

変更はなく、これにより新たな税負担は生じません。 

問合せ先： 行政運営調整局 税務課 ℡（６７１）２２５３ 

税務課 市民税担当 ℡（９７８）２２４４
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６ 余熱利用プール地元優待割引の廃止について 

（資源循環局・市民活力推進局） 

焼却工場の余熱利用プール６施設において実施している地元優待割引制度について 

は、監査委員から見直しするよう指摘を受けたことや、割引の無い区民には不公平感が 

ある等のことから廃止することとします。廃止後の対応につきましては、現在、余熱利 

用プールの利用状況を踏まえた新たな割引制度の導入を検討しており、具体的な内容及 

び実施期日は決定後、改めて皆様にお知らせいたします。 

【余熱利用プールの概要】 

施設名称 開設 

時期 

所在場所 優待割引実施対象区 19 年度 

利用者数 

旭プール S48.7 旭区白根 2-33-1 旭区、保土ケ谷区 103,433 人 

港南プール S49.7 港南区港南台 6-22-38 港南区、磯子区、戸塚区 133,580 人 

栄プール S51.11 栄区野七里 2-21-1 栄区、金沢区 85,115 人 

保土ケ谷プール S55.11 保土ケ谷区狩場町 238-3 保土ケ谷区、戸塚区、南区 96,694 人 

都筑プール S59.11 都筑区葛が谷 2-2 都筑区、緑区、港北区、青葉区 148,422 人 

リネツ金沢 H15.6 金沢区幸浦 2-7-1 金沢区 210,192 人 

６施設合計 777,436 人 

※ 港南及び栄プールは、工場廃止後、ボイラーを設置して運営を継続 

【居住区別地元割引対象施設】 

居住区 地元割引対象施設 居住区 地元割引対象施設 

南区 保土ケ谷プール 港北区 都筑プール 

港南区 港南プール 緑区 都筑プール 

保土ケ谷区 保土ケ谷プール、旭プール 青葉区 都筑プール 

旭区 旭プール 都筑区 都筑プール 

磯子区 港南プール 戸塚区 保土ケ谷プール、港南プール 

金沢区 リネツ金沢、栄プール 栄区 栄プール 

【現料金体系】 

旭、港南、栄、保土 
ヶ谷、都筑プール 

リネツ金沢 

大 人 子 ど も 
(３歳以 
上中学生 
以下） 

大 人 子 ど も 
(３歳以上中学生以下) 

ﾌﾟｰﾙ又は 
浴場 

ｾｯﾄ利用 
(ﾌﾟｰﾙと浴 
場の利用) 

ﾌﾟｰﾙ又は 
浴場 

ｾｯﾄ利用 
(ﾌﾟｰﾙと浴 
場の利用) 

通 常 料 金 400 円 100 円 600 円 1,000 円 300 円 500 円 

地元優待割引後料金 200 円 50 円 400 円 800 円 200 円 400 円 

問合せ先： 地元割引制度廃止について：資源循環局 施設課 ℡（６７１）２５４２ 

新たな割引、その他ﾌﾟｰﾙの利用について：市民活力推進局 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 ℡（６７１）３２８８
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７ 平成 21 年度横浜市交通安全運動について（道路局） 

平成 21 年度の年間の運動・強化月間については、下記のとおりとなっております。 

各運動・強化月間の実施時期を中心に運動の趣旨を広く周知し、効果的な交通安全対策 

の推進を図るために、関係機関・団体と連携し、広報啓発（駅頭キャンペーン等）や実 

践活動（安全教室等）を実施していきますので、ご協力をお願いします。 

チラシを今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会長様に送付します。 

運動・強化月間名 実施時期 

春の全国交通安全運動 ４月６日（月）～４月 15日（水） 

自転車マナーアップ強化月間 ５月１日（金）～５月 31日（日） 

二輪車交通事故防止強化月間 ６月１日（月）～６月 30日（火） 

夏の交通事故防止運動 ７月 11日（土）～７月 20日（月） 

秋の全国交通安全運動 ９月 21日（月）～９月 30日（水） 

飲酒運転根絶強化月間 11 月１日（日）～11月 30 日（月） 

年末の交通事故防止運動 12 月 11 日（金）～12月 20 日（日） 

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９２ 五 藤 

８ 平成 21 年度防犯灯の設置及び維持管理について（安全管理局） 

平成 21 年度は、学識経験者や地域の代表者などで構成される「防犯灯のあり方検討 

会（仮称）」を設置し、今後の防犯灯のあり方の方向性を検討していきます。 

また、省エネで長寿命である LED 防犯灯の導入を検討するため、全区を対象にモデル 

事業を展開していきます。 

なお、防犯灯維持管理費補助金の補助金額については、平成 20 年度と同額の 1 灯あ 

たり 2,200 円を補助します。 

＜LED 防犯灯の特徴＞ 

○ 20w 蛍光灯と同等の明るさを 16w 以下で確保 

○ 40,000 時間（約 10年）の長寿命でメンテナンス（蛍光管交換等）の軽減 

○ 二酸化炭素（CO2）も削減でき地球温暖化防止にも貢献 

１灯あたりの蛍光灯とＬＥＤ灯の特徴比較（平成 21年 4 月） 

月間電気料金 照明の寿命 CO2 年間排出量 

20w 蛍光灯 236 円 ２年 34.4ｋg 

ＬＥＤ灯 162 円 約 10 年 28.4ｋg 

問合せ先： 安全管理局 地域安全支援課 ℡（３３４）６４８４





３　青葉区のごみ量について（平成２１年２月実績）（地域振興課）

1 　燃やすごみ（家庭ごみ）量

　平成２１年２月の燃やすごみ量は、３，２００トンで、目標に対して、７．７％、２３０トン増加と

なりましたが、４月から２月までのごみ量は、４３，７８０トンで、目標に対して、－２．３％、

１，０１０トン削減となっています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

4,090 4,910 3,880 4,420 3,890 4,070 4,060 3,980 4,420 4,080 2,970 3,910 48,700

3,980 4,440 4,000 4,210 3,820 4,090 3,920 3,840 4,550 3,750 3,200

▲110 ▲470 120 ▲210 ▲70 20 ▲140 ▲140 130 ▲330 230

▲2.7% ▲9.6% 3.1% ▲4.8% ▲1.8% 0.5% ▲3.4% ▲3.5% 2.9% ▲8.1% 7.7%

4,090 9,010 12,890 17,310 21,200 25,270 29,330 33,320 37,740 41,820 44,790

3,980 8,420 12,420 16,630 20,450 24,530 28,450 32,290 36,840 40,580 43,780

▲110 ▲590 ▲470 ▲680 ▲750 ▲740 ▲880 ▲1,030 ▲900 ▲1,240 ▲1,010

▲2.7% ▲6.5% ▲3.6% ▲3.9% ▲3.5% ▲2.9% ▲3.0% ▲3.1% ▲2.4% ▲3.0% ▲2.3%

5,566 11,640 17,380 23,267 28,713 34,000 39,865 45,480 51,566 57,419 62,161

　累計値で平成21年2月の平成14年2月に対する削減率 ▲29.6%

　＊　月毎の目標数値は、Ｈ１９年度実績をベースに人口の伸び率を考慮し算出してあります。

　＊　10トン未満を四捨五入しているため、月毎の合算値と年度計が合わない場合があります。

2 　燃やすごみ（家庭ごみ）原単位（一人１日あたりの排出量）

　平成２１年２月の燃やすごみ原単位は、３８０グラムで、目標に対して、８．６％、３０グラム

増加となりましたが、４月から２月までの原単位は、４３６グラムで、目標に対して、－１．１％、

５グラム削減となっています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

451 522 426 469 413 446 432 437 470 434 350 416 439

443 477 443 452 410 453 421 426 488 402 380

▲8 ▲45 17 ▲17 ▲3 7 ▲11 ▲11 18 ▲32 30

▲1.8% ▲8.6% 4.0% ▲3.6% ▲0.7% 1.6% ▲2.5% ▲2.5% 3.8% ▲7.4% 8.6%

451 485 465 466 455 453 450 448 451 449 441

443 460 455 454 445 447 443 441 446 442 436

▲8 ▲25 ▲10 ▲12 ▲10 ▲6 ▲7 ▲7 ▲5 ▲7 ▲5

▲1.8% ▲5.2% ▲2.2% ▲2.6% ▲2.2% ▲1.3% ▲1.6% ▲1.6% ▲1.1% ▲1.6% ▲1.1%

675 711 692 692 679 672 674 673 677 677 671

　平成21年2月までの総合原単位の平成14年2月までに対する削減率 ▲35.0%

　＊　月毎の目標数値は、Ｈ１９年度実績をベースに人口の伸び率を考慮し算出してあります。

４
月
か
ら
２
月
ま
で

の
総
合
原
単
位

月
　
別 目標と

実績の差
(削減率）

目標と
実績の差
(削減率）

H20年度
目標

H20年度
実績

H20年度
実績

H20年度
目標

H13年度
実績

（単位：トン）

月
　
別 目標と

実績の差
(削減率）

H20年度
目標

H20年度
実績

累
　
計

目標と
実績の差
(削減率）

（単位：グラム）

H20年度
目標

H20年度
実績

H13年度
実績

－ 7 －



3 　２月の開封調査等の対応状況

・ 　①分別していないので取り残しが多い集積場所や、②区民から調査依頼が

ある集積場所で、開封調査を実施しております。

・ 　分別していない人への指導を２７件行いました。

4 　資源集団回収「あおば紙の日」

① 　平成２１年２月の古紙の回収量は、５８５トンで、２月までの累計では、今年度は７，６３３

トンで、前年度同期の７，６４６トンと比べ、１３トン減少しています。

② 　平成２１年２月の古布の回収量は、１９トンで、２月までの累計では、３６０トンとなって

　区内の集積場所数

　開封調査した集積場所数

　開封調査した袋の数

５，４５３か所　

８３か所　

２８１袋　

８４件　

２７件　

０件　

　排出者が特定できた件数

　排出者への勧告・命令件数

　排出者への指導件数

－ 8 －

② 　平成２１年２月の古布の回収量は、１９トンで、２月までの累計では、３６０トンとなって

います。

（参加世帯数：６０，３５６世帯）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

721 754 627 727 639 657 717 672 813 706 613 787
 8,433
(7,646)

825 705 648 757 600 705 691 609 871 637 585 7,633

26 31 57

43 48 33 35 23 21 43 35 36 24 19 360

（単位：トン）

H19年度
古紙実績

H20年度
古紙実績

H19年度
古布実績

H20年度
古布実績

皆様のご協力により、原単位が目

標数値を上回って削減されていま

す。

ご協力ありがとうございます。

－ 8 －
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４ プラスチック製容器包装収集運搬業務の民間委託の 

お知らせについて（資源循環局） 

青葉区他６区のプラスチック製容器包装の収集運搬業務を平成 21 年 4 月 1 日から、 

民間業者に委託する予定です。 これによりまして、これまでの市の収集車と職員でなく、 

民間業者の収集車と作業員が収集に伺うようになることや、収集時間が多少変更になる 

場合があることなどを、周知させていただきたいと考えております。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、別紙のチラシを回覧いただきますよ 

うお願いいたします。 

チラシは今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会長様に送付します。 

問合せ先： 資源循環局 青葉事務所 ℡（９７５）００２５ 金 子 

５ 敬老パス・福祉パスの利用区間の拡大について（福祉保健課） 

現在、敬老特別乗車証（敬老パス）・福祉特別乗車券（福祉パス）の利用区間は「横 

浜市内の区間」としていますが、平成 21 年 4 月から、市境を越えて運行する路線バス 

については、市内で乗車、または市内で降車する場合にも利用ができるようになり、利 

用区間が広がります。 

今後、市民の方への周知については、広報よこはま４月号、該当路線のバス車内掲示 

などを予定しています。 

○ご注意いただきたい点 

市境を越えて運行する路線バスであっても、市外から市外への利用はできません。 

また、「あかいくつ」・市内定期遊覧バス・空港連絡バス・深夜急行バス・高速バスな 

どは、これまで同様にご利用できません。 

詳細につきましては別紙チラシをご覧ください。 

チラシは今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会長様に送付します。 

問合せ先： 福祉保健課 運営係 ℡（９７８）２４３３ 吉 川
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６ 第２期青葉区地域福祉保健計画の素案にかかる意見募集の 

実施について（福祉保健課） 

青葉区では、「区民・事業者･行政の協働による福祉保健のまちづくり」を理念として、 

第 1 期の青葉区地域福祉保健計画を推進しています。現計画は、平成 21 年度末に終了 

し、平成 22年度から第 2期計画がスタートします。 

このたび、第 2 期計画の策定に向けて素案がまとまりました。今後、区民への PR と 

素案冊子の配布を行い、区民の皆様から広くご意見を伺いながら、平成 21 年度末まで 

に計画を策定してまいります。 

素案の冊子につきましては、４月上旬に各自治会・町内会長様に直送します。 

＜第 2 期計画の意見募集について＞ 

○意見募集期間 

平成 21 年 4 月 1 日（水）から 5月 8 日（金）まで 

○周知方法 

・区役所等の窓口で配布 

区役所、地域ケアプラザ、青葉区福祉活動拠点「ふれあい青葉」、地区センター、 

コミュニティハウスで配布します。 

・ホームページへの掲載 

計画素案を青葉区ホームページに掲載します。 

・広報よこはま青葉区版 4月号への掲載 

配布場所、意見募集について周知します。 

○意見募集の方法 

素案に添付のハガキの他、封書、FAX、Eメールで受け付けます。 

（様式は問いませんが、お住まいの地域、性別、年齢はお書きください。） 

TEL：045-978-2436 FAX：045-978-2419 

Ｅメール：ao-chiikifukushi@city.yokohama.jp 

問合せ先： 福祉保健課 事業企画係 ℡（９７８）２４３６ 塩 田 

青葉福祉保健センター地域福祉保健計画ホームページ 

http://www.city.yokohama.jp/me/aoba/keikaku/
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７ 「自治会・町内会現況届」及び「口座振替依頼書」 

の提出について（地域振興課） 

各自治会・町内会長様に自治会・町内会業務を円滑に進めるため「自治会・町内会現 

況届」と地域活動推進費等の振込みのため「口座振替依頼書」の提出をお願いします。 

○提出書類 ①自治会・町内会現況届 

②口座振替依頼書 

※変更の有無に関わらず、①、②とも必ずご提出願います。 

○現況届の主な内容 

①自治会・町内会加入世帯数 総会資料や名簿等を参考にご記入ください。 

②班数 回覧用チラシ必要数 

③掲示板数 掲示用ポスター必要数 

○提出期限 平成 21 年４月 15 日（水）までにお願いいたします。 

○提 出 先 青葉区役所地域振興課地域活動係（同封の返信用封筒をご利用下さい。） 

○そ の 他 現況届提出後、会長・口座名義等に変更があった場合は、異動届（及び 

口座振替依頼書）を提出していただきますので、地域活動係までご連絡 

下さい。 

○「自治会・町内会現況届」と「口座振替依頼書」の送付方法 

今月の自治会・町内会配送ルート 

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９１ 伊 藤 

８ 平成 20 年度地域活動推進費補助金 

活動実績報告書の提出について（地域振興課） 

平成 20 年度に地域活動推進費補助金の交付を受けた自治会・町内会及び連合自治 

会・町内会は、活動実績報告書の提出をお願いいたします。 

○対象団体 

平成 20 年度地域活動推進費補助金の交付を受けた自治会・町内会及び地区連合自 

治会・町内会 

○提出書類 

・平成 20年度地域活動推進費補助金活動実績報告書 

・事業実績報告書 

・収支決算書 

○提出期限 平成 21 年５月 29日（金） 

○提出先 青葉区役所地域振興課地域活動係 

○活動実績報告書の送付方法 今月の自治会・町内会配送ルート 

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９２ 亀 井



- 12 - 

９ 平成 21 年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金 

の交付申請について（地域振興課） 

自治会・町内会が行う公益的活動の支援及び自治会・町内会が管理する防犯灯の 

維持管理費を補助するため補助金を交付いたします。 

○補助金額 

①地域活動推進費補助金 

(1)自治会・町内会 

「活動費×１／３」または「加入世帯×700 円」のどちらか低い方 

(2)地区連合自治会・町内会 

「（活動費-12 万円）×１／３」または「加入世帯数×170 円＋5 万円」のど 

ちらか低い方の金額に 12万円を加えた金額 

②防犯灯維持管理費補助金 防犯灯数×2,200 円 

○提出書類 

①地域活動推進費補助金 

・平成 21年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付申請書 

・事業計画書、・収支予算書、・団体の規約（平成 20 年と規約の内容が異なる場合） 

②防犯灯維持管理費補助金 

・自治会・町内会等の支払名義の防犯灯電気料金領収証の写し、又は支払い証明 

書の写し 

・自治会・町内会等の支払名義の電気料金集約分内訳表の写し 

○申請期限 平成 21 年５月 29日（金） 

○提出先 青葉区役所地域振興課地域活動係 

○申請書の送付方法 今月の自治会・町内会配送ルート 

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９２ 亀 井 

10 平成 21 年度 自治会・町内会関係予算について（地域振興課） 

① 地域活動推進費 地域振興課 地域活動係 ℡(978)2292 

対象団体 補助率 補助限度額 補助対象経費 

自治会・町内会 ３分の１ 加入世帯数×700円 

活動費 

(事務費＋事業費) 地区連合自治会・町内会 
(活動費－12万円)の３分の１ 加入世帯数×170円＋5万円 

12万円までは３分の３補助
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② 防犯灯維持管理費補助金 地域振興課 地域活動係 ℡(978)2292 

平成20年４月１日現在、自治会・町内会が所有し、かつ、維持管理をしている防犯灯 

１灯につき 2,200円 

③ 自治会・町内会館整備費関係 地域振興課 地域活動係 ℡(978)2291 

○自治会・町内会館整備費補助金 
◆補助率２分の１で、限度額は次のとおりです。 

＊新築、全部改築、購入 １，２００万円 
・建築工事費１㎡当たり ９４，５００円を限度 
・特殊基礎工事が必要な場合は、別枠で３００万円 

＊増築、一部改築 ５００万円 
＊大規模修繕 ２００万円 

・屋根、外壁の改修等で工事費が１００万円以上のもの 
・バリアフリーのための工事も対象になります。 

＊エレベーター設置工事 ３００万円 

○自治会・町内会館整備費融資 法人格を有する自治会町内会に限ります。 
◆融資を実施する金融機関 ＊株式会社 横浜銀行 

＊横浜信用金庫 
＊株式会社 神奈川銀行 

◆対象となる会館 市の補助要綱に基づいて、補助決定を受けた会館 
◆補助金を控除した金額の範囲内で、限度額は次のとおりです。 

＊新築、購入、改築 、増築 １，２００万円 
＊大規模修繕 ５００万円 

◆融資の利率 金融機関が定める所定の金利 
◆返済期間 １０年以内（据置６ヶ月） 
◆担 保 物件等の担保は不要 
◆保 証 人 役員等２名以上の連帯保証人が必要 

④ 公園内集会所整備費補助 地域振興課 地域活動係 ℡(978)2291 

○公園内集会所整備費補助 法人格を有する自治会町内会に限ります。 
◆補助率２分の１で、限度額は次のとおりです。 

＊新築 １，２００万円 
・建築工事費１㎡当たり ９４，５００円を限度 

＊エレベーター設置工事及び特殊基礎工事 ３００万円 

⑤ 町の防災組織活動費補助金 総務課 庶務係 ℡(978)2213 

○自治会・町内会 １世帯あたり １６０円 

⑥ 広報配布謝金 区政推進課 広報相談係 ℡(978)2221 

○広報よこはま （年１２回） １部あたり ９円 

○ヨコハマ議会だより （年 ４回） １部あたり ４円 

○県のたより （年１２回） １部あたり ８円
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⑦ 各種団体の募金、会費等（予定） 

○日赤社資募金 １世帯あたり ２００円 

○共同募金 １世帯あたり ２６５円 

（赤い羽根募金） 

○共同募金 １世帯あたり ２００円 

（年末たすけあい募金） 

青葉区社会福祉協議会 ℡(972)8836 

○更生保護協会 １世帯あたり １０円 

○社会福祉協議会 １世帯あたり ３０円 

○体育協会 １世帯あたり ３０円 

○防犯協会 １世帯あたり ４０円 

青葉区社会福祉協議会 ℡(972)8836 

青葉区社会福祉協議会 ℡(972)8836 

地域振興課文化・ｺﾐｭﾆﾃｨ係 ℡(978)2296 

青葉防犯協会 ℡(972)6677 

※各団体の機関決定により募金・会費は確定します。 

11 次回連長会日程について 

○日 時 平成 21年４月 20日（月） 

１３：３０～ 青葉ふるさと協議会 

１４：００～ 青葉区連合自治会長会４月定例会 

１５：３０～ 日赤青葉区地区委員会 

○場 所 青葉区役所 会議室
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今 月 の 回 覧 依 頼 物 

回 覧 依 頼 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

今 月 の 自 治 会 へ の 配 布 物 

防犯かながわ第 136 号 神奈川県防犯協会連合会 

青葉防犯協会事務局 ℡（972）6677 

消費生活推進員だより第 25号 青葉区消費生活推進員 

地域振興課 地域活動係 ℡（978)2292 亀 井 

体指広報紙「Sports 青葉」第 17号 青葉区体育指導委員連絡協議会 

地域振興課 文化・ｺﾐｭﾆﾃｨ係 ℡（978）2296 土 屋 

収集運搬業務民間委託案内チラシ 資源循環局 青葉事務所 

資源循環局 青葉事務所 ℡（975）0025 金 子 

配 布 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

町の防災組織活動費補助金交付申請書 総務課 庶務係 

総務課 庶務係 ℡（978）2213 坂 田 

広報紙の配布についてのお願い 区政推進課 広報相談係 

区政推進課 広報相談係 ℡（978）2221 渡 辺 

個人住民税の公的年金からの特別 

徴収について 
行政運営調整局 税務課 

税務課 市民税担当 ℡（978）2244 浅 貝 

平成 21 年度横浜市交通安全運動について 道路局交通安全・放置自転車課 

地域振興課 地域活動係 ℡（978）2292 五 藤
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敬老パス・福祉パスの利用区間の拡 

大について 
福祉保健課 運営係 

福祉保健課 運営係 ℡（978）2433 吉 川 

「自治会・町内会現況届」・「口座振替依頼書」 地域振興課 地域活動係 

地域振興課 地域活動係 ℡（978）2291 伊 藤 

平成 20 年度地域活動推進費補助金 

活動実績報告書 
地域振興課 地域活動係 

地域振興課 地域活動係 ℡（978）2292 亀 井 

平成 21年度地域活動推進費・防犯 

灯維持管理費補助金交付申請書 
地域振興課 地域活動係 

地域振興課 地域活動係 ℡（978）2292 亀 井










