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３３  自自治治会会・・町町内内会会のの掲掲示示板板等等をを道道路路・・公公園園にに設設置置すするる場場合合ににつついいてて  

  公道（市道・県道）または公園の一部を利用して自治会・町内会の掲示板等

を設置しようとする場合は、土木事務所に設置したい物や場所などを事前に相

談してください。申請方法をご案内します。（申請先は土木事務所以外となる

場合もあります。） 

なお、公園・水辺愛護会倉庫、自治会・町内会の防災備蓄庫について、一定

以上の大きさの場合は、申請の前に建築確認が必要です。ご注意ください。 

●●担担当当    青青葉葉土土木木事事務務所所管管理理係係    ℡℡９９７７１１－－２２３３００００  

  

  

４４  広広報報紙紙のの配配布布依依頼頼ににつついいてて  

  「広報よこはま青葉区版・全市版」「県のたより」「ヨコハマ議会だより」に

ついては、自治会・町内会に加入しているすべての世帯に配布していただくと

ともに、未加入世帯にもお配りくださいますよう特段のご配慮をお願いします。 

  なお「広報よこはま青葉区版・全市版」は、毎月 11日以降のお知らせを掲

載していますので、10日までに配布してくださいますようお願いします。 

 
広報よこはま 

青葉区版・全市版 
県のたより 

ヨコハマ議会 

だより 

発行 毎月１日 毎月 1日 ５・７・11・２月 

謝金 １部９円 １部８円 １部４円 

謝金の 

支払時期 

上半期分（４～９月号） 10月末 

下半期分（10～３月号） ３月末 

※ 広報配布担当者・部数の変更について 

あらかじめ自治会・町内会からお届けいただいた担当者に、指定された

部数を月末までにお届けします。部数と配布担当者の変更については、毎

月 10日までにご連絡いただければ、翌月からの変更が可能です。窓口（区

役所１階１番）や電話のほか、電子申請でも変更を受け付けています。 

 

 

 

 

●●担担当当    区区政政推推進進課課広広報報相相談談係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２２２１１～～２２      

FFAAXX９９７７８８－－２２４４１１１１  

電子申請は 
こちらから 

自自治治会会・・町町内内会会のの活活動動支支援援（（補補助助金金等等））ににつついいてて

自自治治会会・・町町内内会会のの活活動動支支援援（（補補助助金金等等））一一覧覧

支援対象 方法 名称・種類 申請できる団体 詳細

自治会・町内会
の地域活動全般

補助金

地域活動推進費補助金
・事務費（会議費、会館維持管理費等）
・事業費（美化活動、レクリエーション
　活動、子供会や老人会への助成等）
　にかかる経費の一部を補助します。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.8
P.26～28

防犯灯の維持管理 補助金
地域防犯灯維持管理費補助金
自治会・町内会が所有・管理する防犯灯の電気
料金・日常の見守り費用相当分を補助します。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.8
P.29～30

防犯灯の設置
市が設置
します

LED防犯灯設置事業
LED防犯灯新設等

自治会・町内会
地区連合自治会

P.9

防犯カメラの設置 補助金

地域防犯カメラ設置補助金
自治会・町内会が設置する、道路等公共空間を
撮影する防犯カメラ設置費の一部を補助しま
す。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.9

防災活動 補助金

「町の防災組織」活動費補助金
自治会・町内会で結成された「町の防災組織」
が行う防災活動にかかる経費（会議費、訓練
費、資機材購入費等）の一部を補助します。

自治会・町内会 P.9

補助金
自治会・町内会館整備費補助事業
会館整備に要する経費の一部を補助します。

自治会・町内会
地区連合自治会

融資
自治会・町内会館整備費融資
会館整備に要する経費を、市と協定を結んだ金
融機関が融資する制度もあります。

法人化した
自治会・町内会
地区連合自治会

地域清掃活動等
街の美化を目的

とした活動
補助金

青葉まちの美化推進事業補助金
清掃等美化活動及び緑化推進活動、ごみ集積場
所の環境整備活動の実施経費の一部を補助しま
す。

地区連合自治会 P.10

自治会・町内会
の活動紹介等

ホーム
ページ
掲載

青葉区連合自治会長会ホームページ
http://www.aobakuren.net/index.html
自治会・町内会の活動紹介や、
各月定例会のレジュメ・各種
様式をダウンロードできます。

自治会・町内会
地区連合自治会

―

令和５年度の各補助金（地域活動推進費など）の申請期限については、新型コロナウイルス感染症
の感染状況により例年と異なる可能性がありますので、各所管課までお問い合わせください。

自治会・町内会館
の整備

（新築・購入、増
築、改修、修繕）

地域の課題解決
を目的に行う事

業
補助金

あおばスタート補助金
身近な地域課題の解決を目指す、あおばみらいづく
り大学校修了生の取組のスタートを支援します。

P.11

青葉みらいづくり
大学校修了生が事
業の企画及び実施
に主体的に関わ
る、身近な地域課
題を解決する意思
のある団体

P.10

  ７
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１１  地地域域活活動動推推進進費費補補助助金金ににつついいてて    

（（詳詳細細ににつついいててはは PP2266～～2288 ををごご覧覧くくだだささいい。。））  

  地域住民が地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形

成に資することを目的として補助金を交付します。 

・補助金額 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

  

２２  地地域域防防犯犯灯灯維維持持管管理理費費補補助助金金ににつついいてて    

（（詳詳細細ににつついいててはは PP2299～～3300 ををごご覧覧くくだだささいい。。））  

  自治会・町内会が保有する地域防犯灯１灯あたりに、電気代と日常の見守り

費用相当分として 2,200円（令和３年度実績）を乗じて得た金額を地域防犯灯

維持管理費補助金としてお支払いします。申請にあたっては、東京電力エナジ

ーパートナー（株）が発行する領収書・電気料金集約分内訳表などが必要です。 

依頼時期 ３月 

申請期限 ６月末 ※地域活動推進費と一体の申請書 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

依頼時期 ３月 

申請期限 ６月末 （支払い時期 補助決定後 随時） 

自治会・町内会 地区連合自治会・町内会 

「補助対象経費×1／3」 

または 

「加入世帯数×700円」の 

どちらか低い方 

「(補助対象経費－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 
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１１  地地域域活活動動推推進進費費補補助助金金ににつついいてて    

（（詳詳細細ににつついいててはは PP2266～～2288 ををごご覧覧くくだだささいい。。））  

  地域住民が地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形

成に資することを目的として補助金を交付します。 

・補助金額 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

  

２２  地地域域防防犯犯灯灯維維持持管管理理費費補補助助金金ににつついいてて    

（（詳詳細細ににつついいててはは PP2299～～3300 ををごご覧覧くくだだささいい。。））  

  自治会・町内会が保有する地域防犯灯１灯あたりに、電気代と日常の見守り

費用相当分として 2,200円（令和３年度実績）を乗じて得た金額を地域防犯灯

維持管理費補助金としてお支払いします。申請にあたっては、東京電力エナジ

ーパートナー（株）が発行する領収書・電気料金集約分内訳表などが必要です。 

依頼時期 ３月 

申請期限 ６月末 ※地域活動推進費と一体の申請書 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

依頼時期 ３月 

申請期限 ６月末 （支払い時期 補助決定後 随時） 

自治会・町内会 地区連合自治会・町内会 

「補助対象経費×1／3」 

または 

「加入世帯数×700円」の 

どちらか低い方 

「(補助対象経費－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 
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３３  防防犯犯灯灯のの設設置置ににつついいてて  

安全で安心できる街づくりを目的に、LED防犯灯の設置事業を実施していま

す。設置を希望される場合は申請書類のご提出をお願いします。 

なお、球切れ、故障の発見及び連絡など、日常の見守りにつきましては、引

き続き自治会・町内会の皆様のご協力をお願いいたします。横浜市管理の LED

防犯灯の故障等を発見されましたら、お手数ですが次の項目をお知らせくださ

い。 

①管理番号（黄色のプレート・銀色のシールに記載されている番号です） 

②内容・状況確認（不明灯・点滅等） 

③場所の特定（住所・目印など） 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９２２  

 

４４  地地域域防防犯犯カカメメララ設設置置補補助助金金ににつついいてて  

犯罪のない安全なまちづくりに向けた地域の自主的な取組を支援するため、

自治会・町内会が地域に設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

補助率、上限額は以下のとおりです。 

【参考】・補助率 防犯カメラ一台ごとに補助対象経費の 10分の９ 

・上限額 160,000円（令和４年度） 

申請期限 ６月末 

交付決定 11月頃 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９２２  

  

５５  「「町町のの防防災災組組織織」」活活動動費費補補助助金金ににつついいてて  

自治会・町内会において結成された「町の防災組織」が行う防災活動を支援

するため、１世帯あたり 160円の活動費補助金を交付します。 

自治会・町内会長へ書類を送付しますので、交付申請書と前年度分の報告書

をご提出ください。補助金請求書は、区役所から交付決定通知書が送付されて

からご提出ください。 

申請期限 ６月末 

●●担担当当    総総務務課課庶庶務務係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２１１３３    

申請書の提出期限 ５月末 

審査 ・ 調査期間 ６月～10月（予定） 

施 工 期 間 11月～翌年２月 
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６６  自自治治会会・・町町内内会会館館整整備備費費補補助助事事業業ににつついいてて  

自治会・町内会の活動拠点である会館を整備する場合、整備に要する経費の

1／2（上限あり）を市が補助する制度です。なお、会館整備費補助金予算の適

正な執行のため、あらかじめ、会館整備の緊急性・必要性等を審査したうえで

補助対象団体を決定します。 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

 

７７  自自治治会会・・町町内内会会のの法法人人化化ににつついいてて（（地地縁縁にによよるる団団体体のの認認可可））  

  自治会・町内会の法人化については、平成３年４月の地方自治法の改正によ

り創設されました。これは自治会館等の不動産を保有あるいは保有を予定する

自治会・町内会に法人格を与え、当該団体名義で不動産登記を可能にしたもの

です。 

会の規約や構成員名簿の作成など、地方自治法に基づく手続きが必要なため、

法人化をお考えの自治会・町内会は担当までご連絡ください。 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

 

８８  そそのの他他のの補補助助金金ににつついいてて  

（１）青葉まちの美化推進事業補助金について 

   清潔できれいな街、花と緑があふれる街づくりを推進するため、地区連合

自治会が行う清掃等美化活動及び緑化推進活動の実施経費を補助します。

このほか、ごみネットボックスの設置を目的としたごみ集積場所の環境整

備活動について補助します。 

申請開始 ５月下旬（予定） 

申請期限 ６月下旬（予定） 

●●担担当当    地地域域振振興興課課資資源源化化推推進進担担当当    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９９９  
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６６  自自治治会会・・町町内内会会館館整整備備費費補補助助事事業業ににつついいてて  

自治会・町内会の活動拠点である会館を整備する場合、整備に要する経費の

1／2（上限あり）を市が補助する制度です。なお、会館整備費補助金予算の適

正な執行のため、あらかじめ、会館整備の緊急性・必要性等を審査したうえで

補助対象団体を決定します。 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

 

７７  自自治治会会・・町町内内会会のの法法人人化化ににつついいてて（（地地縁縁にによよるる団団体体のの認認可可））  

  自治会・町内会の法人化については、平成３年４月の地方自治法の改正によ

り創設されました。これは自治会館等の不動産を保有あるいは保有を予定する

自治会・町内会に法人格を与え、当該団体名義で不動産登記を可能にしたもの

です。 

会の規約や構成員名簿の作成など、地方自治法に基づく手続きが必要なため、

法人化をお考えの自治会・町内会は担当までご連絡ください。 

●●担担当当    地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９１１  

 

８８  そそのの他他のの補補助助金金ににつついいてて  

（１）青葉まちの美化推進事業補助金について 

   清潔できれいな街、花と緑があふれる街づくりを推進するため、地区連合

自治会が行う清掃等美化活動及び緑化推進活動の実施経費を補助します。

このほか、ごみネットボックスの設置を目的としたごみ集積場所の環境整

備活動について補助します。 

申請開始 ５月下旬（予定） 

申請期限 ６月下旬（予定） 

●●担担当当    地地域域振振興興課課資資源源化化推推進進担担当当    ℡℡９９７７８８－－２２２２９９９９  
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（２）あおばスタート補助金について 

身近な地域課題の解決を目指す、あおばみらいづくり大学校修了生の取組

のスタートを支援します。 

・概要 

上限金

額 

初年度：30万円 

２年度：15万円 

自己負

担額 

初年度：なし 

２年度：対象経費の 1/2 

対象外

経費 

施設の維持管理費、親睦的な飲食費、他団体への経費や寄付な

ど 

申請期

間 

初年度：３月下旬から予算上限に達するまで随時 

２年度：３月下旬から５月末まで（予定）※ 

 

※ 決定次第、区ウェブサイトにてお知らせいたします。また、その他詳細

についても、区ウェブサイトをご覧ください。 

 

あおばスタート補助金  検索 

 

申請をご検討の案件がありましたら、まずは地域力推進担当までご相談くだ

さい。 

●●担担当当  地地域域振振興興課課  地地域域力力推推進進担担当当  ℡℡９９７７８８－－２２２２８８６６  
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