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はじめに

自治会町内会の会長をはじめ役員の皆さまにおかれましては、日頃より、地域の発

展と会員相互の親睦のためにご尽力をいただき誠にありがとうございます。

自治会町内会は、自分たちの街を住みよいものにするため、道路やごみ集積所、公

園の清掃を行ったり、防犯灯の維持管理やパトロールを実施したり、地域の親睦を図

るため夏祭りや運動会を開催するなど、地域の中で安全・安心で快適な生活が送れる

よう、生活に密着した活動を日々行っています。

また、近年、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、子育てや福祉、防災など多岐

に渡る地域課題にも取り組まなければなりません。こうした課題は、個人の力では到

底解決できるものではなく、地域住民の一人ひとりが共通の課題として認識し、地域

の力を合わせて、課題解決に向けて取り組んでいくことが必要です。

一方で、自治会町内会内にも加入者数の減少や役員の後継者不足及び役員の高齢化

等の課題があり、その安定した運営の継続に対処していく必要もあります。

保土ケ谷区連合町内会長連絡会では、区内 20 の地区連合町内会間の連絡を密にしな

がら、自治会町内会の活動を広くＰＲし、自治会町内会への加入の後押しをしていき

たいと考えています。住民相互のコミュニケーションづくりの中心となる自治会町内

会への加入を積極的に促進し、地域のつながりを深め、地域での支えあいの仕組みを

構築していきたいと思います。

最後に、この冊子は、今年度一緒に保土ケ谷区の自治会町内会の活動に携わること

になった皆さまの活動の一助としていただくために、保土ケ谷区連合町内会長連絡会

において発行しています。新たに役員となられた方には自治会町内会活動のマニュア

ルとして、また、役員を長く続けていただいている方には、改めて自治会町内会活動

を再認識していただく資料としてご活用していただければ幸いです。

末筆ながら、皆さま方のご活躍を祈念いたします。

保土ケ谷区連合町内会長連絡会

会 長  山 﨑  滋

末筆ながら、皆さま方のご活躍を祈念いたします。
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第１章 自治会町内会について 
 

１ 自治会町内会とは 

 

 地域に暮らしていると、いろいろ気がつくことがあります。防犯灯が消えかかって

いて道が暗かったり、野良猫やカラスがごみの集積場を汚したり、台風が過ぎ去った

跡に近くの公園に落ち葉や小枝が散乱していたり･･･。 

 

 誰でも快適な環境の中で生活をしたいと考えていると思います。 

 住みよい生活環境を維持するためには、行政の目や手が届きにくいことがあります。 

たとえば、道路・公園の美化、清掃や防犯灯の維持管理、家庭ごみ集積場所の清掃保

持などです。資源集団回収や広報などのように、地域としてまとまった方が効率的に

行える仕事もあります。また、行政の施策が行き届いたとしても、住民の連帯意識や

人間関係を育てていくことは不可能です。地震などの災害時にも日常の近隣関係が有

効な手だてとなります。こうした役割を担っているのが自治会町内会です。 

 

 一言で言えば、「同じ地域に住む人々が、日常生活を営む中で、地域に起こる諸問題

に対応したり、イベントを通して親睦を図るなど、住み良い地域社会を目指して、互

いに協力しあい、さまざまな活動を行う住民の自治組織」が自治会町内会ということ

になります。 

 

 地域単独や行政だけでは解決することが難しい課題について、住民と行政が協働し

て取り組むことにより、問題解決が可能となる場合があり、そのためには、自治会町

内会が大きな役割を果たしています。保土ケ谷区では、安全安心な街づくりや交通問

題、ごみの減量化など、自治会町内会と行政が協働して取り組むことにより、効果を

あげてきました。 

 

 自治会町内会は任意の団体であり、その設立や加入は自由で、強制されるものでは

ありませんが、地域で住み良い生活環境を維持するための住民組織ですから、できる

限りすべての地域で設立され、すべての世帯が加入するような形にもっていくことが

望ましいといえます。 
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２ 自治会町内会の役割 

 

 自治会町内会は、住みやすい生活環境を維持するために、大きく分けて「事業・サ

ービス」「親睦」「合意形成・利害調整」という３つの役割があります。 

 

①「事業・サービス」 

  「事業・サービス」とは、さまざまな活動を組織し、住民の幸福を自ら作り出す 

仕事で、防犯・非行防止、防火・防災、交通安全活動などの予防的な仕事、資源回 

収や公園・地域の清掃、自治会町内会館の維持などの環境を維持する仕事、高齢者 

訪問、配食サービスなどのようにサービスを提供する仕事があります。 

 

②「親睦」 

  「親睦」とは地域の人々の交流と親交を図る活動で、その活動には夏祭りや運動

会、サークル活動などがあります。地域社会にはやはり親睦的な雰囲気が必要です。

地震などの災害時にも日頃の親睦が大きな力を発揮します。 

 

③「合意形成・利害調整」 

  「合意形成・利害調整」とは、地域に利害の生じる問題が起きたときに、調整を

行ったり、地域全体としての考え方を形成し、相互理解を深め、とるべき行動をと

るというような仕事です。 

 

 

 

    地域の「親睦」を図ることが、結果として青少年育成につ 

ながったり、「親睦」や「事業・サービス」を行うには「合意 

形成・利害調整」が必要となったり、３つの役割はお互いに 

関連しています。 
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３ 自治会町内会の主な活動 

 

 各種の団体や会社は、限られた目的のもとに組織されていますが、自治会町内会は地域の

つながりを基本とし、地域の生活に係わる全ての分野を対象としている点に特徴があります。 

具体的には次のような仕事があります。 

 

①防犯灯（蛍光灯）の維持管理 

  夜間における通行の安全確保や犯罪防止を目的とした防犯灯の維持管理を行います。 

②環境美化活動 

  ごみ集積場所の管理や公園清掃などの環境美化を推進します。 

③資源集団回収 

  新聞・雑誌や缶・ビン・古布などを回収し、ごみの減量化・リサイクルに貢献します。 

④各種イベント等の開催 

  地域の親睦を図るため、夏祭りや運動会、文化祭、餅つき大会などのイベントの開催や、

サークル活動への支援などを行います。 

⑤行政からの依頼事項の処理 

  行政や各種団体からのお知らせや広報の回覧、各種募金のとりまとめ、各種委員（青少

年指導員、スポーツ推進委員等）の推薦、イベントの周知などを行います。 

⑥社会福祉活動 

  高齢者への配食サービスや安心訪問など社会福祉活動を行います。 

⑦防災活動 

  防災資器材の購入や非常食の備蓄、防災訓練の実施などにより、災害に備えます。 

⑧防犯活動 

  防犯・防火のパトロールを実施します。 

⑨掲示板の維持管理 

  自治会町内会で所有している掲示板の維持管理や掲示板を利用した広報活動等を行いま

す。 

⑩自治会町内会館の維持・管理 

 地域での集まりやサークル活動・葬儀等に使える町内会館の維持・管理を行います。 

  上記にあげた活動は主なもので、自治会町内会によって活動内容は異なります。また、

地域の代表ということで、自治会町内会長は、スクールゾーン対策協議会や地域防災拠点

の委員などに就任しています。 

  自治会町内会の活動はボランティアで行うことになりますが、多種多様な仕事があり、

地域全体に係わることなので、会長、役員だけでなく、できるだけ多くの人に参加協力し

てもらう体制づくりが必要です。 
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４ 横浜市の自治会町内会組織の構成 

 横浜市の自治会町内会の組織構成は次のようになっています。（平成 27 年４月１日現在）

横浜市町内会連合会 → 18 区の連合町内会で構成 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 → 各地区の連合町内会長で構成 

地区連合自治会町内会  → 区内に 19 の地区連合があります 

単位自治会町内会 → 区内に 194 の自治会町内会があります  

①保土ケ谷区連合町内会長連絡会の役割 

 保土ケ谷区連合町内会長連絡会は、主に各地区連合町内会間の連絡調整や行政との連絡調整を

行っています。また、自主的な事業として、各自治会町内会の「掲示板の設置補助」や「自治会

町内会研修会」等を実施しています。 

②地区連合町内会の役割 

 今日の地域活動では、あらゆる分野において、区域を越えた広域的取り組みが必要となること

が少なくありません。地区連合自治会町内会は、単独の自治会町内会が実施するには困難な広域

的な事業や効率の悪い事業、費用のかかる事業、たとえば、地区運動会や文化祭、防災訓練など

を行っています。 

 また、地区連合自治会町内会に加入すると、地域内の他の自治会町内会との情報交換ができる

ようになるため、自治会町内会活動を円滑に進めるためのノウハウやアドバイスが受けられると

いうメリットもあります。 

《横浜市の町内会の歴史》
横浜市の町内会の起源は、市制が施行された翌年の明治２３年（１８９０年）につくられた「衛

生組合」にあるといわれています。
　大正時代になると「衛生組合」に代わって、「青年会」や「町内会」などが任意団体として市内
各地に生まれ、自治活動を行うようになりました。

昭和１５年には国が「町内会」を上意下達の行政組織として全国的に整備し、「町内会」の下に
１０戸前後の「隣組」を作らせました。

戦後は、占領軍の民主施策に基づいて「町内会」は解体され、市民の民主的な行政参加を進める
ための組織として「弘報委員会」が生まれました。昭和３１年（１９５６年）には、市は地域社会
における新しい市民組織として、「町内会」組織を育成する方針を打ち出し、事業が停滞していた
「弘報委員会」は昭和３５年（１９６０年）に組織を発展的に解消し、自治会・町内会が結成され
ました。

保土ケ谷区の連合町内会長連絡会は昭和３５年１０月に発足しました。昭和３６年には市の連合
会（横浜市町内会連合会）が設立され、各区で連合町内会連絡会が結成され、現在に至っています。

－ 4－
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５ 自治会町内会への加入促進について 

 

①加入しない理由 

  自治会町内会に加入しない世帯が増えています。保土ケ谷区では、加入率が 

７８．３％（平成 27 年度）で、全市平均７５．５％に比べると高いものの、年々加

入率が低くなっています。 

  自治会町内会に加入しない理由としては次のような理由が考えられます。 

  ・自治会町内会の活動を知らない。 

  ・住まいには寝に帰るだけなので、地域と係わる必要性を感じない。 

  ・会費を払ってもメリットがない。 

  ・自治会活動に係わりたくない。面倒くさい。 

  ・プライバシーを知られたくない。 

 

②加入のメリット 

  自治会加入のメリットとしては次のようなものがあります。 

  ・行政からの情報が確実にわかる 

   （行政からの回覧物や広報が確実に配付されます。） 

  ・親睦のための各行事やサークル活動への参加 

   （地域で行う楽しいイベントに参加することができます。） 

  ・会館の優先利用 

   （会館がある場合、会員は優先予約や割引料金で会館が利用できます。） 

 

  普段、自治会町内会を意識することなく、誰もがごみ集積場所を利用したり、防

犯灯のある道路で安心して家に帰ることができたり、近くの公園で子どもと遊んだ

りできます。これらの管理等も自治会町内会が担っています。日常生活の基本的な

部分で自治会町内会の活動が大きくかかわっています。他にも、災害が起こった場

合など、住民同士の助け合いも自治会町内会が大きな力を発揮します。 

 

 

－ 5－



自治会町内会ガイドブック 

- 6 - 

 

③加入促進対策 

  区内における自治会町内会の加入世帯数は増加していますが、人口増の影響もあ

り、加入率はゆるやかな低下傾向にあり、加入率の低下は、自治会町内会の担い手

不足にもつながり、自治会町内会活動の停滞を招くと考えられます。 

自治会町内会未加入者の加入につながる「きっかけづくり」のポイントをまとめ

てみましたので、参考にして下さい。 

   

  

自治会町内会加入の『きっかけづくり』３つのポイントと具体例 

 

★ 加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～ 

  ・連絡先を記載した加入案内チラシの配付 

・新築マンションへの転入世帯向けの自治会町内会説明会の実施 

・自治会町内会イベント（夏祭り、防災訓練など）での加入の呼びかけ 

  ★ 加入の魅力を高める ～活動自体を活発にし、加入の魅力・利点をアップ～ 

  ・会員の役に立つ事業、満足度の高い事業の展開 

  ・会員（地域）のニーズを把握 

  ・防災・防犯、子育て支援など地域ニーズにあった事業の展開 

  ★  活動を知らせる 

 ・「自治会町内会だより」（会報）で活動をアピール 

 ・「自治会町内会だより」を回覧板で回すとともにホームページにも掲載 

 ・ホームページ開設に向け、知識、経験のある方をボランティアとして募集 
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６ 自治会町内会の運営について 

①仕事はみんなで役割分担を 

  自治会町内会には様々な仕事があります。これを少人数でこなすことは大変です。 

役員全員で分担すると共に、会員同士で積極的に声をかけ合って活動に参加して 

いただきましょう。 

 自治会町内会の円滑な運営のため、役員の負担を軽減するための工夫などを考え

ることも必要です。 

 

②会計は会員にわかりやすく 

  自治会町内会の会計は会員からの会費や区からの補助金等が主な財源となってい

ます。会員に分かりやすい項目で正確な記帳をしましょう。 

 

③情報公開で民主的運営を 

  自治会町内会の活動費は、会員の会費や横浜市からの地域活動推進費、広報紙配

布謝金、町の防災組織活動費等で賄われています。会の事業計画や臨時の活動を行

う場合等には話し合いの場を持ち、情報を広く公開し、民主的運営に努めましょう。 

 

④ニュースの発行 

  会費を払っていても、自治会町内会がどんな事をしているのか知らない人もいま

す。会員に会の活動を知ってもらうためには、ニュースの発行が有効です。 

  また、掲示板を利用しての広報活動も有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～運営のヒント～ 

Ｑ.団体の加入率が年々低下し、十分な活動を行えません。多くの人に入ってもらうためにはどうしたら

いいでしょう？ 

Ａ.多くの人に加入してもらうためには、団体の役割や加入の利点について具体的に説明しましょう。ま

た、加入率が低下しているのであれば、活動を見直す必要があるかもしれません。活動が会員の希望に

沿っているか、参加者に偏りがないかなど検討することが重要です。 

 お金の管理の面でも、無駄遣いがないかを確認し、誰が見ても納得できるような会計処理をすること

を心がけます。このような検討のためにも、分かりやすく整理された会計書類が必要です。 

 

Ｑ.若い人が活動にあまり関心をもってくれません。どうしたらいいでしょう？ 

Ａ.若年層に対して活動の意義を理解してもらうようにするとともに、若年層が団体に対して何を求めて

いるかを把握したうえで、活動内容を見直すことが有効です。 

 

コミュニティ組織のガバナンスのあり方に関する研究会 

「コミュニティ団体運営の手引き～自治会、町内会、その他を行うグループの皆さまに～」(平成 22 年

３月31日発表)  総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp） 
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第２章 行政からの依頼事項等について 
 

１ 自治会町内会関係 

① 自治会町内会現況届等の提出 

【担当：地域振興課 地域活動係 ℡334-6302】 

  自治会町内会名簿の作成や地域活動推進費の算定及び配布等のため、必ず年度当

初にご提出ください。なお、年度途中で自治会町内会長の変更、回覧物必要枚数等

の変更がありましたら、担当課までご連絡ください。 

 ◎提出書類 自治会町内会現況届、自治会町内会回覧物届け先等依頼書、口座振替依頼書 

 

② 地域活動推進費及び防犯灯維持管理費の補助金交付 

【担当：地域振興課 地域活動係 ℡334-6302】 

  補助金交付のため、申請書に必要書類を添えて提出をお願いします。 

  申請の締切りは、６月末日です。 

 ◎地域活動推進費 

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にしています。 

  算定基準 

・単位町内会 

当該年度の自治会活動費の１／３の補助 

４月１日現在の自治会町内会加入世帯数×＠700 円が上限額 

   ・地区連合町内会 

当該年度の地区連合町内会活動費の１／３の補助 

     （１２万円までは３／３の補助） 

４月１日現在の地区連合町内会加入世帯数×＠170 円＋５万円が上限額 

  

 

 

 

 

 

 

 

◎防犯灯維持管理費 

不特定多数の歩行者の安全を図るために、自治会町内会が行う防犯灯維持管理

に要する経費に対する経費補助を行っています。 

  算定基準：４月１日現在の自治会町内会防犯灯保有数×2,200 円 

※ 地区連合町内会に対する地域活動推進費補助金の計算方法は、下記の通りです。 

    「次のＡとＢを比較して、いずれか低い方の金額」＋「Ｃ」を補助金額とします。 

      Ａ ＠170円×加入世帯数 ＋50,000円 

      Ｂ ｛活動費（補助対象経費）－120,000円｝×３分の１ 

      Ｃ 120,000円（基礎的支援費） 

     ＊活動費（補助対象経費）が12万円以下の場合はその額が補助金額になります。 
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③ 自治会町内会の法人化（地縁による団体の認可） 

【担当：地域振興課 地域活動係 ℡334-6302】 

  この認可制度は、不動産（町内会館等）を保有あるいは保有を予定している自治

会町内会に法人格を与え、当該団体名義による不動産登記を可能にします。 

 《区内法人化数：26 団体（平成 27 年４月１日時点）》 

 

 

④ 自治会町内会館整備のための補助金 

【担当：地域振興課 地域活動係 ℡334-6302】 

  活動の拠点である会館を整備する場合、整備に要する経費の一部を補助する制度

があります。補助をお考えの段階で担当課までご連絡ください。 

  なお、整備実施の前年度に「予算編成対象団体の審査」を行います。 

 

種  類 補助率 補助限度額 内  容 

新築・購入 ２分の１ 

1㎡あたり97,200円

かつ

１,２００万円

新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部を撤

去して新たに建物を建築すること 

 

 
特殊基礎工事費 ２分の１ ３００万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

 
エレベーター 

設置工事費 
２分の１  ３００万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 ２分の１ ５００万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

改修 ２分の１ ５００万円
建物の主要構造部の改修を含む工事 

耐震補強工事を含む 

修繕 ２分の１ ２００万円
建物の維持を目的とした、改修の程度に至らない

修繕 

 

 ※また、民間金融機関の協力のもとに会館整備のための融資事業を実施しています。

詳しくは担当課までご相談ください。 

 

 

⑤公共掲示板・防犯灯の（道路）占用申請 

…自治会町内会独自に防犯灯を設置する場合 

【担当：保土ケ谷土木事務所 ℡331-4445】 

  区内の公道（※）に公共掲示板や防犯灯（東京電力柱やＮＴＴ柱に取り付けるも

のも含む）を設置しようとする場合は、許可が必要となります。土木事務所に道路

占用許可申請をし、許可を得てください。 

   国道については、横浜国道事務所への申請となります。但し、一部横浜市が管理

する区間があります。詳しくは、土木事務所までご相談ください。 
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⑥LED 防犯灯の設置…横浜市において防犯灯を新設する場合 

【担当：市民局 地域防犯支援課 ℡671-3709】 

【担当：地域振興課 地域活動係 ℡334-6302】 

自治会町内会の申請により、市民局がLED防犯灯を設置します。 

設置対象となるLED防犯灯は、「電柱」に取り付けるタイプと、電柱がない場合は、「鋼管ポール」

を建て防犯灯を取り付けるタイプがあります。設置されたLED防犯灯の電気料金の支払いや故障時

の修理などの維持管理は横浜市が行います。LED 防犯灯の設置については、地域振興課へ毎年６月

ころ申請をいただきます。 

 自治会町内会が新規に防犯灯を設置する場合、電柱へのLED防犯灯の設置に限り、工事前に市民

局地域防犯支援課と協議を行い、市の基準に合った防犯灯については、防犯灯の維持管理を市民局

へ引き継ぐことができます。 

また、自治会町内会の皆様には、設置されたLED防犯灯の故障の発見や連絡などの日常の見守り

をお願いしています。 

 

 
～行政等の自治会町内会活動支援サイト～ 

 

■「保土ケ谷区連合町内会長連絡会ホームページ」 

http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保土ケ谷区の地区連合町内会長で構成される、「保土ケ谷区連合町内会長連絡会（区連会）」による

ホームページです。各月の定例会のレジメや、広報誌「わがまち ほどがや」などが掲載されていま

す。 

 

■「横浜市町内会連合会ホームページ」 

http://www.yokohama-shirenkai.org/ 

  横浜市の各区連合町内会長で構成される、「横浜市町内会連合会（市連会）」によるホームページで

す。自治会町内会活動に関する支援サイトで、他区の自治会町内会のホームページもリンクされてい

て参考になります。 

 

■「横浜市役所市民局ホームページ」 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jitikai/ 

  横浜市の事業紹介などが掲載されていて運営に役立つホームページです。 

 ○地域活動推進費  

 ○自治会町内会館整備助成 

 ○地縁による団体の認可 

 ○自治会町内会規約例 

 ○町内会館（集会施設）利用規約モデル（例） 

 ○横浜市市民活動保険 など 
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２ 各種委員の推薦 

①民生委員・児童委員の推薦 

【担当：福祉保健課 運営企画係 電話 334-6311】 

 民生委員・児童委員（主任児童委員含む）

は、厚生労働大臣から委嘱される特別職の公

務員で、担当の地区を持って活動しており、

住民の相談・援助や行政との連絡・協力等、

地域福祉の推進役を務め、その活動は多方面

にわたります。 

◎選出方法 自治会町内会長の皆様に推薦母体となる「地区推薦準備会」（もし 

くは連合地区推薦準備会）を結成していただき、そこで民生委員・児童

委員にふさわしい方のご推薦をお願いすることになります。推薦準備会

からご推薦いただいた方を区からさらに市や国へと推薦します。 

 ◎任  期 ３年

 ◎依頼時期 一斉改選：５月（３年毎）※28 年度は一斉改選の年に当たります。 

欠員補充及び増員：７月・２月（一斉改選以外の年） 

②スポーツ推進委員の推薦 

【担当：地域振興課 生涯学習支援係 電話 334-6308】 

 スポーツ推進委員は、地域に根ざしたスポー

ツ・レクリエーションの企画・実施並びに普及

活動等を行っています。 

◎任  期 ２年 

◎依頼時期 １１月（２年毎） 

◎人  数 原則として自治会町内会から１名 

◎活動内容 グランドゴルフ大会、かるがもフ

ァミリーマラソン、少年少女球技大会等 

【参考】地区推薦準備会の構成員 

 自治会町内会代表、地区民生委員児童委員協議会代表及び地域住民の福祉等に関係ある者から選出し

ます。これらの方々の中から５～10人で構成します。 
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③青少年指導員の推薦 

       【担当：地域振興課 生涯学習支援係 電話 334-6308】 

 青少年指導員は、青少年の健全育成を目的

に地域でさまざまな活動を行っています。 

◎任  期 ２年 

◎依頼時期 １１月（２年毎） 

◎人  数 自治会町内会に原則１名 

◎活動内容 紙ヒコーキ大会、新春かるた大

会、社会環境浄化活動（有害図書調査等）、 

青少年健全育成キャンペーン、研修会等 

 

 

 

 

④環境事業推進委員の推薦 

【担当：資源循環局 保土ケ谷事務所 電話 742-3715】 

 環境事業推進委員は、地域でのごみの減量

化・リサイクル・発生抑制・街の美化活動の

活発化を図るためにさまざまな活動をしてい

ます。 

 

 

 

 

 

◎任  期 ２年 

◎依頼時期 ２月（２年毎） 

◎人  数 自治会町内会に原則１名 

（地域の実情に応じて複数推薦可） 

◎活動内容 分別排出の実践・啓発活動、資源集団回収の推進、地域清掃活動の推進、 

      街の美化にかかわる取組、地域への情報提供、行政との連絡調整 
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⑤保健活動推進員の推薦 

     【担当：福祉保健課 健康づくり係 電話 334-6344】 

 保健活動推進員は、地域の中で、健康

づくりの推進役として、「健康横浜 21」

に基づいて自ら健康づくりを実践する

とともに、周囲の人に広め、住民が健康

づくりを実践できるようなきっかけづ

くりや、健康づくりを継続するための支

援を行っています。 

  

◎任  期 ２年 

◎依頼時期 １１月（２年毎） 

◎人  数 自治会町内会に原則 1 名。ただし、２５０世帯を超えるところは、

２５０世帯ごとに１名追加 

  ◎活動内容 健康づくり活動の取組み、健康づくりに関する情報の提供・普及啓

発、研修会の企画・実施等 

 

 

⑤ 家庭防災員の推薦 

【担当：保土ケ谷消防署 予防課 予防係 電話 334-6696】 

昭和44年に家庭防災員制度が創設され、「自らの

家庭は自らで守る」(自助)と「隣近所に防災の輪を

広げる 」(共助)を理念として家庭防災員制度が発展

してきました。 

近年は、自然災害が多発し、市民の「自助」とと

もに「共助」の重要性がますます高まっていること

などから、「自助から始まり、地域における防災活動

の担い手としても活躍できる家庭防災員」を養成す

ることを目的とした制度となっています。 

 

研修カリキュラム 

・防火救急コース（119 番通報要領、初期消火、応急手当、心肺蘇生法等） 

・地震・風水害コース（地震研修・風水害研修・災害図上訓練等） 

・選択制：スキルアップ研修 

 

◎依頼時期 １１月以降 

◎人  数 推薦人数は特にありません。無理のない範囲で推薦をお願いしております。 

◎活動内容 研修・自主活動への参加、春・秋火災予防運動駅頭広報、歳末出火防止広報 
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⑦明るい選挙推進協議会推進員の推薦 

【担当：総務課 統計選挙係 電話 334-6206】 

 明るい選挙推進協議会は「きれいな選挙」「投 

票総参加」の推進を大きな柱として、明るい選 

挙を呼びかけています。 

選挙期間中には、街頭に出て市民のみなさん 

に直接、きれいな選挙と投票参加を訴える活動 

をおこなっています 

 

◎任  期 ２年 

◎依頼時期 11 月中旬（２年毎） 

      次回予定：平成 28 年 11 月中旬 

◎人  数 自治会町内会に原則１名（予定） 

◎活動内容 各種選挙における街頭活動や平常 

時における明るい選挙啓発運動へ 

の参加等 
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３ 募金・加入募集等  

 

※ 金額等については平成 28 年４月現在のもので、変更となる場合があります。 

 

 

①保土ケ谷区社会福祉協議会 世帯賛助会費 

【担当：保土ケ谷区社会福祉協議会 電話 341-9876】 

 保土ケ谷区社会福祉協議会は、社会福祉法で定められている社会福祉法人として、 

地域福祉の推進を目的にボランティア活動の推進、要援護世帯や障がいのある方たち 

の団体への支援、生活福祉資金貸付事業、高齢者や障がい者の外出支援、権利擁護事 

業等さまざまな事業を展開しています。 

 また、区内には２２の地区社会福祉協議会があり、地域の実情に応じたさまざまな 

活動（「高齢者食事サービス」「ミニサロン」「見守り訪問活動」「世代間ふれあい交流」 

「子育て支援活動」等）を展開しています。 

 このような活動の貴重な財源として、各自治会町内会単位で世帯賛助会費（目安額

１世帯あたり２５０円）のご協力をお願いしています。（各地区で集めていただいた金

額の６０％を３月末に地区社会福祉協議会へ還元しています。） 

◎依頼時期 １１月下旬 

 

 

②共同募金・年末たすけあい募金 

【担当：保土ケ谷区社会福祉協議会 電話 341-9876】 

 共同募金運動は、民間の社会福祉活動を支援する総合的な募金活動で、毎年１０月 

から１２月まで全国で展開されます。 

 区民の皆様から寄せられました募金は、区内の民間社会福祉施設・団体や在宅福祉 

サービス団体等への分配、また、区社会福祉協議会の活動資金として広く社会福祉活 

動のために活用されます。 

 この募金は強制ではありませんが、事前に使途（配分）計画を立てて寄付金募集を 

行うことから、１世帯あたりの目安額（３８０円）を設けています。各自治会町内会 

の皆様におかれましては、募金運動の趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。 

◎依頼時期 ９月下旬 

また、「共同募金だより」を年１回発行し、全世帯配布をお願いしています。なお、 

配布手数料（２円／部）を各自治会町内会に対して、日赤社資募金手数料、社協ほど

がや配布手数料と一括して１２月末にお支払いします。 
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③日本赤十字社 社資募金 

【担当：保土ケ谷区社会福祉協議会 電話 341-9876】 

 日本赤十字社は「いのちと健康を守る」ために、献血、災害支援、医療活動等幅広 

く全国的にすすめています。 

 「赤十字運動月間」である５月を中心として、各自治会町内会の皆さまにご協力い 

ただき、赤十字の活動資金を募集しています。 

 この運動は強制ではなく寄付金の額の定めはありませんが、例年１世帯あたり目安 

となる金額(２００円)を設定のうえ、広くお願いしご協力をいただいています。 

 なお、実績の８％を手数料として、各自治会町内会に対して広報紙配付手数料と一 

括して１２月末にお支払いします。 

◎依頼時期 ３月下旬 

 

 

④保護司会 更生保護活動協力費 

【担当：保土ケ谷区社会福祉協議会 電話 341-9876】 

 保護司会は、地域から犯罪のない明るい住みやすいまちをつくるために、更生保護 

関係団体の犯罪予防活動等への助成及び関係団体と協力して「社会を明るくする運動」 

等の機会に青少年の健全育成、非行防止、地域浄化活動を実施しています。 

 各自治会町内会単位で、更生保護活動協力費（１世帯あたり２０円）を日赤社資募 

金と併せてお願いし、事業費に充てています。 

◎依頼時期 ３月下旬 

 

 

⑤保土ケ谷防犯協会 会費 

【担当：保土ケ谷防犯協会事務局（保土ケ谷警察署内） 電話 337-5557】 

 保土ケ谷防犯協会は、区民が安全で安心して生活できるように、防犯に関する看板 

作成・取付け、防犯（地域安全）運動の実施等各種の活動を実施しています。 

 自治会町内会長には、同協会の会員になっていただいています。 

 各自治会町内会単位で会費（１世帯あたり３５円）を納めていただき、事業費にあ 

てています。 

◎依頼時期 ５月中旬 
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⑥横浜市民共済の火災共済加入募集 

【担当：横浜市民共済二俣川普及サービスセンター 電話 0120-073-204】 

保土ケ谷・旭・瀬谷区を統合してお取扱いします。       

 横浜市民共済は、ご契約者の皆様が火災、盗難に伴う破壊、水漏れ、自動車の飛び

込み、爆発・破裂、航空機の墜落、落雷によって建物や家財に損害を受けたとき、協

同互助の精神に基づき、その損害を幅広く保障するための相互に助け合う共済制度で

す。 

 安らぎと安心をサポートするため、各自治会町内会の皆様には、年間を通して火災

共済新規加入募集の回覧等をお願いしております。 

なお、この回覧にご協力いただいたときは、各自治会町内会に事業協力費をお支払

します。 

また、回覧にお使いいただくバインダーの寄贈も行っています。 

 

◎依頼時期 年間を通して個別に依頼します。 
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４ 各戸配布・回覧等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①広報紙の配布 

【担当：区政推進課 広報相談係 電話 334-6221】 

 横浜市では、皆様のご協力のもとに、より良い市政情報の提供に努めています。 

 広報よこはまは、毎月１１日以降の行事を掲載していることから、毎月１０日まで 

に各世帯にお配りくださいますようお願いします。 

 

広報紙の配布について 

広 報 紙 名 広報よこはま 県のたより 
ヨコハマ 

議会だより 

配 布 回 数 毎月１回 毎月１回 ５・８・１１・２月

謝     金 ９円／部 ８円／部 ４円／部 

謝金支払時期 
上半期分（４月～９月）：１０月末 

下半期分（１０月～３月）：３月末 

謝金の問合せ先 
保土ケ谷区役所 区政推進課 広報相談係 

電話３３４－６２２１ 

 

《各自治会町内会への広報紙等の配送方法》 

各自治会町内会への広報紙等は、主に次の２種類の配送方法でお届けしています。 

（１）広報配送ルート（担当：区政推進課 広報相談係 電話334-6221） 

   主に毎月月末に指定された場所に業者が広報紙等をお届けしています。 

   配送先を複数に分けて指定することもできます。 

（２）地域振興課配送ルート（担当：地域振興課 地域活動係 電話334-6302） 

   概ね毎月２０日～２３日頃に指定された場所に業者が回覧物等をお届けします（８月と１２月

はありません）。 

   配送先を複数に分けて指定することはできません。 

 

※ 各自治会町内会からお申し出いただいた配送場所に必要部数をお届けします。 

※ 毎月１０日までにご連絡いただければ、配送場所や部数を翌月分から変更することができます。
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②社協ほどがや・共同募金だよりの配布 

【担当：保土ケ谷区社会福祉協議会 電話 341-9876】 

 保土ケ谷区社会福祉協議会では、本会の広報紙を年１回、事務局を担う共同募金会 

保土ケ谷区支会として「共同募金だより」を年１回、それぞれ発行し、全世帯配布 

をお願いしています。 

 両広報紙に係る配布手数料を各自治会町内会に対して、日赤社資募金手数料と一 

括してお支払いします。 

  

◎依頼時期 両広報紙ともに９月 

 

広 報 紙 名 社協ほどがや 共同募金だより 

配 布 回 数 年１回 年１回 

配 布 手 数 料 ４円／部 ２円／部 

支 払 時 期 １２月末 １２月末 

 

 

 

③その他の回覧物 

 地域振興課配送ルートで送付される主な回覧物（定例のもの）です。 

名   称 内   容 担当課 
依頼時期又は

依頼回数 

スポーツ推進委員だより 

「スポーツかるがも」 

スポーツ推進委員の活動状況報告

等 

保土ケ谷区 

地域振興課 

電話334-6308 

年３回程度 

青指だより 

「ほどがやの風」 
青少年指導員の活動状況等 

保土ケ谷区 

地域振興課 

電話334-6308 

３月 

保土ケ谷区民会議 

ニュース「やまびこ」 
保土ケ谷区民会議活動の紹介等 

保土ケ谷区 

区政推進課 

電話334-6221 

２年間で３回 

「年末年始のごみの収集

日程について」 

年末年始の間は収集業務は行わな

い旨のお知らせ 

資源循環局 

保土ケ谷事務所 

電話742-3715 

 

１２月 
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「確定申告書 

のお知らせ」 

申告書の早期提出や各種説明会 

の開催日程等の周知 

保土ケ谷税務署 

電話331-1281 
１月 

「防犯かながわ」 

県の事件事故の発生状況や被害防

止策、地域安全活動に関する行事予

定等のお知らせ 

保土ケ谷防犯協

会事務局 

電話337-5557 

９・３月 

 

「青パト・ほどがや」 

 

 

地域防犯に関する情報 

 

保土ケ谷防犯協

会事務局 

電話337-5557 

 

年３～４回 

 

「保土ケ谷警察署通信」 

区内の空き巣・ひったくり・車上ね

らい発生状況や、身近な防犯情報等

警察活動のお知らせ 

保土ケ谷警察署 

電話335-0110 

 

配送月 

 

 

※上記以外にも各種回覧やポスターの掲出を依頼することがありますの 

で、よろしくお願いいたします。 
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５ 防災・防犯・交通安全関係 

 

①「町の防災組織」活動支援事業 

【担当：総務課 庶務係 電話 334-6203】 

 いつ起こるかわからない地震などの災害に備え、地域ぐるみで被害を防止・軽減・

予防することを目的として、自治会町内会等により組織されている町の防災組織が行

う自主防災活動に対し、１世帯あたり１６０円の補助金を交付しています。 

 各自治会町内会長宅へ直接書類が郵送されますので、活動費補助金交付申請書及び

前年度活動費補助金実績報告書を保土ケ谷区総務課へご提出ください。上記書類提出

後、各自治会町内会長宅へ交付決定通知書が郵送されますので、活動費補助金請求書

を保土ケ谷区総務課へご提出ください。 

 ◎申込期間 ４月１日～６月３０日 

 

 

②地域防災拠点 

【担当：総務課 庶務係 電話 334-6203】 

 横浜市では、震災時に家屋の倒壊などにより自宅に戻れない市民の一時的な避難生

活の場として、身近な小中学校を地域防災拠点に指定しています。各拠点には、防災

無線や特設公衆電話、防災資機材を収めた防災備蓄庫が整備され、震災時における情

報伝達や援助物資の配布等の機能を備えています。保土ケ谷区内には、２７カ所の地

域防災拠点があり、拠点ごとに地域の力で運営できるよう、地域・学校・区役所で構

成された地域防災拠点管理運営委員会が設置されています。 

 自治会町内会長の多くは、それぞれの地区の代表としてこの管理運営委員会のメン 

バーになっています。 

 

 

③災害時要援護者支援事業 

【担当（事業全般）：保土ケ谷区 福祉保健課 事業企画担当 電話334-6341／6343】 

【担当（名簿など）：保土ケ谷区 高齢・障害支援課 高齢・障害係 電話 334-6382】 

【担当（防災一般）：保土ケ谷区 総務課 電話 庶務係 電話 334-6203】 

 高齢者や障害者など、地震等の災害発生時に支援を必要とする方（災害時要援護者）の安否確認・

避難支援などが迅速に行われるためには、本人・家族の自助と地域の共助の力が必要です。 

 そこで、日頃から要援護者との顔の見える関係づくり・地域で支えあう体制づくりといった要援護

者支援について、地域での検討・取組を進めていただくようお願いしております。 

 なお、地域で要援護者を把握する方法として、「情報共有方式」（名簿掲載を希望しない要援護者

を除いた名簿を、区役所と協定を結んだ自治会町内会等へ提供する）も選択できます。 
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④災害応急用井戸 

【担当：生活衛生課 環境衛生係 電話 334-6363】 

 災害時にトイレ用洗浄水などの生活用水を確保するための井戸を、井戸所有者の協力を得て、「災

害応急用井戸」として指定し、その名簿等を整備しています。 

 

 

⑤ファックスネットワーク（緊急防犯情報） 

【担当：保土ケ谷警察署 生活安全課  電話 335-0110】 

【担当：地域振興課 地域活動係    電話 334-6302】 

 保土ケ谷区内で発生した犯罪情報や日頃からの防犯情報などを、希望する自治会町

内会や保土ケ谷あんぜんネットワークの参加団体に対して、迅速に情報提供します（フ

ァックスでお送りします）。 

 自治会町内会の皆様には、送られてきたファックスを、掲示板など地域住民の方 

の目にふれやすい場所に掲示していただくなど、情報周知のご協力をお願いします。 

 

 

⑥ こども１１０番あんしんの家 

【担当：地域振興課 地域活動係   電話 334-6302】 

 道を歩いていて、身の危険を感じた時に、子どもや女性が緊急避難できる家が「こ 

ども１１０番あんしんの家」です。 

 子どもや女性の避難所をつくるという目的と同時に、地域として犯罪から子どもた 

ちを守るという姿勢をアピールすることができ、犯罪の予防にも効果があります。 

 この事業は、地域によって異なりますが、学校、商店等及び自治会町内会等の協力 

により実施しています。 
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⑦スクールゾーン対策協議会 

【担当：地域振興課 地域活動係   電話 334-6303】 

子どもの交通事故を防止するため、小学校を中心に通学路を含めたおおむね半径 

５００メートルの範囲をスクールゾーンとして設定しています。学校・ＰＴＡ・自治

会町内会等で構成する「スクールゾーン対策協議会」は、スクールゾーン内の危険箇

所や標識・ガードレール・道路等の点検、登下校時の交通安全指導などを行い、交通

安全のための対策を検討します。 

スクールゾーン対策協議会は、警察署や土木事務所と協力し、一定の基準に沿って、

交通安全対策に必要な事項を実施します。 
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６ 選挙関係 

 

①当日投票所の投票管理者・投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の

推薦 

【担当：総務課 統計選挙係 電話 334-6206】 

 当日投票所の投票管理者１名・投票立会人２名の推薦を、地区連合町内会長を通じ 

てお願いしています。 

また、期日前投票所の投票立会人につきましても、期日前投票所となる区役所及び

イコットハウスの周辺に位置するいくつかの地区連合町内会長を通じて、期日前前投

票所ごと期日前投票期間１日につき、投票立会人２名の推薦をお願いしています。 

 

※なお、連合未加入地区における投票所は、単位の自治会町内会長へ個別に依頼 

いたします。 

 

 ◎依頼時期 選挙時 

 

 

②選挙公報の配布について 

【担当：総務課 統計選挙係 電話 334-6206】 

 各種選挙時において、各自治会町内会を通じて、区域内の自治会町内会への加入の 

有無を問わず全世帯への選挙公報の配布をお願いしています。配布謝金につきまして 

は、後日、指定された各自治会町内会口座に振り込みます。 

  

◎依頼時期 選挙時  

 

 

③選挙啓発ポスターの掲示について 

【担当：総務課 統計選挙係 電話 334-6206】 

 各種選挙において、各自治会町内会の掲示板に選挙啓発ポスターの掲示をお願いし 

ています。 

  

◎依頼時期 選挙時 
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７ 保険制度関係 

 

①横浜市市民活動保険制度 

【担当：総務課 庶務係 電話 334-6203】 

 ボランティア活動中に死亡またはけがをした場合やボランティア活動者の過失によ 

って第三者に損害を与えた場合等に保険金が支払われる制度です。 

 横浜市が保険料を全額負担し、保険会社と契約を結んでいますので、市民の皆さん 

には、特に加入手続きを行っていただく必要はありません。 

 ただし、保険の対象とならないケースもありますので、担当までお問い合わせくだ 

さい。 

 

 

②ボランティア行事用保険 

【担当：保土ケ谷区社会福祉協議会 電話 341-9876】 

 社会福祉協議会及びその構成員・会員であるボランティアグループや団体が社会福 

祉活動の一環として行うボランティアに関する行事が対象となります。損害部分につ 

いては、主催者を含む行事参加者が補償対象となります。 

 行事を開催する前に加入手続きをしていただく必要があります。（有料） 

 ただし、保険の対象とならないケース（自治会町内会が単独で行う盆踊りや運動会、

防犯・防火パトロール等の行事）もありますので、担当までお問い合わせください。 
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８ 保土ケ谷ほっとなまちづくり（地域福祉保健計画） 

保土ケ谷ほっとなまちづくり（地域福祉保健計画）

【担当：福祉保健課 事業企画担当 電話 334-6343】

保土ケ谷ほっとなまちづくり(地域福祉保健計画)は､さまざまな人や団体がつながり支えあうこと

で､安心していきいきと暮らせる地域にしていこうとする計画です｡区民の皆さんや関係団体･機関､地

域ケアプラザ･区社会福祉協議会･区役所などが､基本理念の実現に向けて､共通の目標を持って取組を

進めていきます｡ 

◎計画期間  平成28～32年度 

◎計画の構成 ｢区全域計画｣：区全体の方針や取組を記載した計画 

｢地区別計画｣：地区社会福祉協議会のエリアごとに、地域のつながり･支えあいを生

かして住民主体で取り組む計画

◎計画の推進 地域の皆さんで策定した地区別計画の実現に向けた取組を進めていきます。地域ケア

プラザ・区社会福祉協議会・区役所で編成する地区支援チームが計画の推進をサポー

トします。 

《基本理念》 つながり支えあい 安心していきいきと暮らせるまち ほどがや

【大切にする視点】地域のみんなを対象に／地域のみんなで進めよう

つながり支えあい 安心していきいきと暮らせるまち ほどがや

－ 26－
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第３章 参考資料 
 

１自治会町内会関係データ集   

3,438

2,421

2,256

7,136

2,269

2,308

3,018

1,521

6,592

6,817

3,677

2,823

2,489

2,626

2,670

4,715

1,785

2,860

4,895

5,809

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

保土ケ谷地区連合自治会（１３）

保土ケ谷南部地区連合自治会（７）

保土ケ谷中地区連合自治会（５）

保土ケ谷東部地区連合自治会（１９）

保土ケ谷西部連合自治会（１１）

新桜ケ丘地区連合自治会（５）

権太坂境木地区連合自治会（８）

岩井町原連合町内会（５）

岩間地区連合町内会（１７）

中央連合町内会（１６）

中央東部地区連合町内会（１１）

和田地区連合町内会（５）

上星川地区連合町内会（３）

常盤台地区連合町内会（１０）

川島東部連合町内会（６）

仏向地区連合町内会（７）

川島原地区連合会（８）

西谷連合町会（８）

上新地区連合自治会（１３）

連合未加入（１７）

保土ケ谷区内 自治会町内会加入世帯数 （平成２７年４月１日現在）

世帯数

※（ ）内は団体数 

【 団体数：194 加入世帯数：72,125】 
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横浜市の自治会町内会加入状況 
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（１）世帯規模 （２）設立年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）区域特性                  （４）会費（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市の自治会町内会アンケート調査結果 

99世帯以下;
409; 16%

100～199世
帯; 480; 19%

200～299世
帯; 374; 14%300～399世

帯; 311; 12%

400～499世
帯; 261; 10%

500～999世
帯; 525; 20%

1000世帯以
上; 227; 9%

不明; 2; 0%
10年以内;
202; 8%

11～20年;
261; 10%

21～30年;
326; 13%

31～40年;
422; 16%41～50年;

368; 14%

51年以上;
484; 19%

不明; 526;
20%

戸建て住宅中
心地域; 747;

29%

集合住宅のみ
の地域; 711;

27%

集合住宅と戸
建住宅が混
在; 823; 32%

その他; 105;
4% 不明; 16; 1%

商店街と集合
住宅が混在;

187; 7%

200円以下;
715; 28%

201～300円;
1,145; 44%

301～500円;
552; 21%

不明; 56; 2%

501円以上;
121; 5%

自治会町内会アンケート調査 

調査対象：市内全自治会町内会2,868団体

回収回答数:自治会町内会2,589票 

調査期間：平成20年11月～12月 
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２ 自治会町内会活動資料 

 

①自治会町内会の業務予定表(→Ｐ31、32) 

  第２章で記載した様々な業務及び各種委員の推薦時期等を一覧表にまとめました。 

 

 

 

②自治会町内会規約（例）（→Ｐ33） 

  自治会町内会の規約（例）を作成しましたので、規約の変更時などに、ご参考に

してください。 

 

 

 

③自治会町内会加入促進チラシ（→Ｐ37） 

  自治会町内会への加入を促進するためのチラシの案を作成しましたので、ご参考

にしてください。 

 

 

④保土ケ谷区の自治会町内会加入のご案内（→Ｐ38） 

  保土ケ谷区が作成した自治会町内会加入の案内パンフレットと申込書をご紹介し

ています。 

－ 30－
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月 別 予 定 表 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

件   名 ページ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

自治会町内会現況届等の提出 ８            依頼

地域活動推進費及び 

防犯灯維持管理費の補助金交付 
８ 依頼・審査 交付       

自治会町内会の法人化 

（地縁による団体の認可） 
９ 随 時 受 付 

自治会町内会館整備のための補助金 

（自治会町内会館整備融資） 
９ 随 時 受 付 

公共掲示板・防犯灯の（道路）占用申請 ９ 随 時 受 付 

LED防犯灯の設置 １０   申請  工事 

保土ケ谷区社会福祉協議会 

 世帯賛助会費 
１５        依頼    還元

共同募金・年末たすけあい募金 １５      依頼       

日本赤十字社 社資募金 １６            依頼

保護司会 更生保護活動協力費 １６            依頼

保土ケ谷防犯協会 会費 １６  依頼           

「町の防災組織」活動支援事業 ２１ 申込期間 請求期間       

－ 31－
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各種委員等の推薦予定表 

 

※ 民生委員・児童委員の推薦については、一斉改選時の依頼です。 

委員名称 

（任期：期間） 
ページ 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

民生委員・児童委員（※） 

３年：12/1～11/30 
１１ 

 

5 月依頼

 
 5 月依頼 

 

スポーツ推進委員 

２年：4/1～3/31 
１１ 

 

11 月依頼

 
11 月依頼 

  
11 月依頼

青少年指導員 

２年：4/1～3/31 

 

１２ 

 
11 月依頼

 
11 月依頼 

 

環境事業推進委員 

２年：4/1～3/31 
１２ 

 

２月依頼

 
２月依頼 

 
２月依頼

保健活動推進員 

２年：4/1～3/31 
１３ 

 

11 月依頼

 
11 月依頼 

 
11 月依頼

家庭防災員 

１年間の研修制度 

 

１３ 11 月依頼 11 月依頼 11 月依頼 11 月依頼 11 月依頼

明るい選挙推進協議会推進員 

２年：4/1～3/31 
１４ 

 

11 月依頼

 
11 月依頼 

 
11 月依頼

投票管理者・投票立会人 
 

２４ 各 種 選 挙 時 

－ 32－
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制  定 平成○○年○○月○○日 

 最近改正 平成○○年○○月○○日 

 

○○自治会規約（会則）【例】 

 

第１章 総則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、○○自治会（以下「本会」という。）と称し、事務所を横浜市保土ケ谷区 

○○町○○番地に置く。 

 

（区 域） 

第２条 本会の区域は、横浜市保土ケ谷区○○町○○番地から△△番地までの区域とする。 

 

（会 員） 

第３条 本会の会員は、第２条に定める区域に居住する世帯主又はこれに準ずる者を対象者 

とし、会への入会、脱退は妨げないものとする。 

 

第２章 目的及び事業 

（目 的） 

第４条 本会は、民主主義の精神に基づき会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を 

増進し、地域社会の向上発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。 

 （１）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 （２）美化・清掃等区域内の環境の整備 

 （３）集会施設の維持管理 

 （４）・・・・・・・・・・・・・ 

（５）・・・・・・・・・・・・・ 

 

（事業及び組織） 

第５条 本会は前条の目的を達成するため、次の各部を置き、それぞれの事業を行う 

（１） 総務部 

（２） 広報部 

（３） 渉外部 

（４） 防火防犯部 

（５） 保健衛生部 

（６） 福利厚生部 

 この規約は、自治会町内会設立に際して新たに規約を作成するための参考として

例示したものですので、これを参考に地域の実情にあった規約をお作りください。

※部の数及び部の活動方針等は組織

の大小並びに地域の事情によって異

なると思います。 
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（７） 交通部              ※（各部の事業内容も規定します。） 

（８） 体育部 

（９） 青少年部 

（10）婦人部 

 （11）文化部 

 

第３章 役 員 

（役員の選任） 

第６条 本会に、会長のほか次の役員を置く。 

 （１）副会長    ○名 

 （２）理 事   若干名 

 （３）評議員   若干名 

 （４）会 計    ○名 

 （５）監 事    ○名 

２ 会長及び副会長は、総会において選任する。 

３ 理事、会計及び監事は、評議員の中から総会において選任する。 

４ 評議員は、第１１条の班長（組長その他）を充てる。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 理事は、各部の事業を分任するほか理事会を構成し、理事会は各部事業の企画立案その 

他会の運営に関することを審議決定する。 

４ 評議員は、評議員会を構成し、評議員会は、本会の運営上重要な事項を審査決定するほ 

か、総会に付議すべき事項を事前に審議する。 

５ 会計は、本会の会計を担当する。 

６ 監事は、本会の会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の解任） 

第９条 役員で規約に違反又は本会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解 

任することができる。 
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第４章 顧問及び相談役 

（顧問、相談役） 

第 10 条 本会に顧問、相談役を置くことができる。 

２ 顧問、相談役は、評議員会の同意を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問、相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

（班及び班長） 

第 11 条 本会の区域を○○に分け、それぞれに班長を置く。 

※（班の名称は、「組」「区」「ブロック」でもよいと思います。） 

 

第５章 総 会 

（総 会） 

第 12 条 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

２ 総会は、次の事項を審議決定する。※（会の運営上基本的な事柄について審議します。） 

（１） 予算案、決算に関すること。 

（２） 役員の選任に関すること。 

（３） 規約に関すること。 

（４） その他会務運営上必要な事項。 

３ 会長は、必要があるとき、又は会員の３分の１以上の要求があったとき、臨時に開催す 

ることができる。 

４ 総会の開催は、会員の２分の１以上の出席を要する。ただし、止むを得ないときは、委 

任状をもって出席にかえることができる。 

５ 議事は、出席会員の過半数で決する。 

※（この条項については、代議員制度による審議方法も考えられます。） 

 

（理事会及び評議員会） 

第 13 条 理事会及び評議員会は、本会の運営上必要があるとき、会長が随時招集する。 

２ 会議は、理事及び評議員の２分の１以上の出席を要する。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ 

による。 

 

第６章 会 計 

（経 費） 

第 14 条 本会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。 

 

（会 費） 

第 15 条 会費は、１世帯月額○○○円とする。 
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（会計年度） 

第 16 条 本会の会計年度は、毎月４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 附 則 

（細則の制定） 

第 17 条 本規約施行のため必要な細則は、評議員会の議決を経て会長が定める。 

 

（会則の改廃） 

第 18 条 この規約の改廃については、総会において３分の２以上の同意を必要とする。 

 

 

 

附 則 

この規約は、平成○○年○○月○○日から施行する。 

 

※この規約は、一般的な例を載せたもので、地方自治法の規定による

法人格を取得しようとする団体は、別の規定が必要となります。 
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○○○○町内会では、防犯灯の維持管理、防犯・防災活動、こども会や趣 

味の会、また、地域での様々なレクリエーション活動の実施をしておりま 

す。 

みんなが楽しく・住みやすい町を地域の住民でつくっていくため、みなさ

まの加入をお待ちしております。 

 

★平成○○年の主な活動★ 

  １月○○日（日） もちつき大会 △△△公園にて 

  ８月○○日（土）～○○（日） 盆踊り大会 □□□広場にて 

 １０月○○日（日） □□□連合町内会運動会（○○○○町内会共催） 

 ・毎月第○土曜日 地域清掃  ・子ども会活動  ・婦人会活動 

 ・老人会活動  ・資源集団回収活動  など・・・ 

 

★町内会費の使い道★ 

 親睦を深めるイベント、町内会館の維持管理、防犯灯の維持管理、 

 ごみ集積所の管理  など・・・ 

 

★自治会に加入すると・・・★ 

 区役所からのお知らせや地域の情報等の知っていると得する情報が伝

わります。 

 防災訓練や○○○○町内会独自の食糧備蓄等により、災害に備えること

ができます。 

 

◆加入申込・問い合せ先◆ 

 ○○○○町内会 

 会長 横浜太郎   電話 ○○○－○○○○ 

 班長 保土ケ谷花子 電話 ○○○－○○○○ 

 班長 軽鴨次郎   電話 ○○○－○○○○ 
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保土ケ谷区の自治会町内会加入のご案内 

保土ケ谷区役所で作成している、自治会町内会加入用のパンフレットと加入申込書

です。 

区役所地域振興課の窓口のほか、社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 横浜西部

支部に加盟している、町の不動産屋で配布しています。 

また、希望に応じて各自治会町内会へも配布をしていますので、是非ご活用くださ

い。 

 

 

（表面） 

   （申込書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 
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