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議題 １ 市連会報告 
 

（１）「広報よこはま」５月号配送に係るお詫びについて 
 

 

 

 

「広報よこはま」５月号の配送につきまして、配送の遅れや配送部数の
誤り等が発生し、自治会町内会の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしま
した。誠に申し訳ございません。 
委託業者と早急に調整を行い、６月号の配送から改善を行ってまいりま

す。 
 

【主な問合せ内容】 
・昨年度までの配送スケジュールより配送日程が遅く、配布作業に支障

がある。昨年度と同じ日程にしてほしい。配送スケジュールに示され
た日に届かなかった。確実に配送してほしい。（18区 210件） 

・配送された部数が間違っている。正しく配送してほしい。 
（10区 142件） 

・配送業者に連絡をしても、配送担当の電話が１回線しかなく、電話が
つながらない。回線を増やしてほしい。（14区） 

・その他（47件） 
計 413件 

 
【参考：毎月の配布スケジュール】 

25日頃～月末 自治会町内会へ配送 
１日～10日  自治会町内会より各戸へ配布 
 

【送付物】 

 ◇ 説明資料 

 ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 
 【問合せ先】 
  市民局 広報課 ℡６７１－２３３２ 

 
 
 

 

   
事業説明 
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（２）新型コロナウイルスワクチン接種の状況報告 
及び医療機関名簿掲示依頼について 

 

 

 

 

新型コロナウイルスのワクチン接種については、５月 17日には、新たな

集団接種会場（その他会場）や、個別接種など、予約できる枠を段階的に

広げるなど対応しております。 

また、医療機関名簿（区版）の自治会町内会掲示板への掲出をお願いし

ます。なお、医療機関名簿（全市版）は区役所・ケアプラザで配布すると

ともに、タウンニュースには区版を掲載する予定です。 

 
【送付物】 

 ① 個別接種実施医療機関名簿（区版）：各自治会町内会の掲示板数 

 ② ワクチン NEWS第３号：各自治会町内会に１部ずつ 

 ③ 横浜市ワクチン接種協力医療機関名簿：各自治会町内会に１部ずつ 

 
 
 【問合せ先】 

◇ ワクチン接種全般について 
横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター  
℡０１２０－０４５－０７０ 

◇ 資料、名簿掲示について 
健康福祉局 健康安全課 ワクチン接種調整等担当 
℡６７１－４８４１、４８４２ 

 

   情報提供 

掲出依頼   
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（３）警戒レベル（避難情報）の変更について 
 

 

 

 

 

令和元年６月から全国的に警戒レベルを用いた避難情報が発令（配信）
されていますが、内閣府の風水害対策の検討により、令和３年５月から、
警戒レベルの「避難情報の名称」が変更されます。 
市民の皆様へは、広報よこはま６月号や横浜市ホームページでお知らせ

するとともに、国からも国民に対し６月の出水期までにメディア等で広く
周知される予定です。 
 

【警戒レベル（避難情報）の変更概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市から発令する避難情報例】 

◇ 緊急速報メール、防災情報 Eメール、ツイッター等の警戒レベルの 

表記を変更します。 

 

【送付物】 

 ◇ 説明資料 

 ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 

【問合せ先】 
総務局 緊急対策課 ℡６７１－２０６４ 

 

   
情報提供 
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（４）横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について 

 

 

 

 

防災スピーカーからの放送と、防災スピーカーの設置工事について、お

知らせします。 

 
【防災スピーカーからの放送について】 

災害時の情報伝達手段のさらなる充実のために設置した「防災スピー
カー」について、各区役所から、各区独自の緊急を要する防災情報など
を放送できるようになりました。 

＜放送内容＞ 

これまでの 
放送内容 

・国民保護情報、緊急地震速報（震度５弱以上）、 
大津波警報、津波警報、津波注意報、 
噴火特別警報、気象特別警報、噴火速報 

・その他の本市全域に関わる緊急情報 

今後可能となる
放送内容 

・各区判断による、緊急を要する防災情報及び 
緊急情報 

 

【防災スピーカーの設置工事について】 

防災スピーカーは令和元年度から３年度までの３か年にわたって設置

工事を進めています。 

令和３年４月までに 100 か所の設置工事が完了しており、令和３年度

は 90か所の設置工事を実施します。 

＜区内設置場所（令和３年４月までの設置工事完了分）＞ 

 大鳥小学校、立野小学校、本牧和田消防出張所、山元小学校、 

山元町消防出張所 

＜区内設置場所（令和３年上期工事・令和３年 10月運用開始予定）＞ 

間門小学校 

 

【送付物】 

 ◇ 説明資料（設置場所一覧を含む） 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 
 【問合せ先】 

総務局 緊急対策課 ℡６７１－３４５８ 
 

 

 

 

   
情報提供 
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（５）第８期横浜市高齢者保健福祉計画・ 

       介護保険事業計画・認知症施策推進計画 

       （よこはま地域包括ケア計画）の策定について 
 

 

 

 

第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進

計画（よこはま地域包括ケア計画）について、第７期計画（平成 30～32年

度）の終了に伴い、新たに第８期計画（令和３～５年度）を策定しました

ので、お知らせします。 

 

【送付物】 

 ◇ よこはま地域包括ケア計画 概要版冊子 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 

【問合せ先】 
  健康福祉局 高齢健康福祉課 ℡６７１－３４１２ 

 
 

   
情報提供 
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（６）横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

 

 

 

 

横浜ＩＲ（統合型リゾート）の最新情報について、お知らせします。 

 
【横浜イノベーションＩＲシンポジウムの録画配信について】 

３月 27日（土）にオンラインで開催した「横浜イノベーションＩＲシ
ンポジウム」の録画配信を開始しました。本市ホームページから、ご覧
ください。 
 

 
 
二次元バーコード： 

 
 

 
【ＩＲ事業説明会実施結果の公表について】 

２月から３月にかけてオンラインで開催したＩＲ事業説明会のアンケ
ート結果を本市ホームページで公表しました。 
なお、ＩＲ事業説明会で配信した副市長によるあいさつ、「横浜ＩＲの

方向性」及び「実施方針」の説明についても、本市ホームページでご覧
いただけます。 

 
＜開催結果概要（合計値）＞ 

開催回数 
当日参加者
（Zoom） 

質疑応答 
アンケート 
回答数 

Youtube視聴者 

全６回 271人 48件 170件 395人 

 
＜掲載ページ＞ 

 
 
 

二次元バーコード： 
 
 
 
 
 【問合せ先】 
 都市整備局 ＩＲ推進課 ℡６７１－４１３５ 

   
情報提供 

  

URL: 
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/210327sympo.html 

URL: 
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/jigyosetsumeikai.html 
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（７）新たな劇場整備の検討内容の紹介リーフレットの配布について 

 

 

 

 

新たな劇場整備については、令和元年度から「横浜市新たな劇場整備検

討委員会」において検討を進め、昨年 12月に提言をいただきました。 

提言の内容につきましては、本年２月開催の市連会・区連会でご報告を

しましたが、このたび、検討の内容を分かりやすくお伝えするリーフレッ

トが完成しましたので配布します。 

 
【送付物】 

 ◇ 新たな劇場整備の検討内容の紹介リーフレット 

 ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 
 【問合せ先】 
 政策局 劇場計画課 ℡６７１－４３９９ 

     芸術創造課 ℡６７１－４１９８ 

 

 

 

 

   
情報提供 
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（８）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 
聖火リレー・横浜スタジアム周辺の交通規制等について 

 

 

 

 

６月 30日の聖火リレーを安全・安心に実施するため、また大会期に際し

ては、大会関係者の円滑な輸送確保のため、聖火ルート及び横浜スタジア

ム周辺で交通規制を行います。ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。 

大会期の横浜スタジアム周辺での交通規制については、自治会町内会掲

示板へのチラシの掲出をお願いします。 

また、大会期は開港記念会館を、観客・都市ボランティアの休憩場所等

として使用します。（従前の開館時間内については、一般公開部分の見学は

可能です。） 
 

【聖火リレーの交通規制日程】 
令和３年６月 30日（水） 
 
 
 
 
 

 
 

【大会期の交通規制日程】 
令和３年７月 11日（日）から８月９日（月）まで（※前後する可能性あり） 

 
【送付物】 

① 聖火リレーの交通規制等説明資料：各自治会町内会に１部ずつ 

② 大会期の交通規制等説明資料：各自治会町内会に１部ずつ 

③ 大会期の交通規制チラシ：各自治会町内会の掲示板数×２枚 
 

 
チラシは表・裏両面印刷です。 
掲示板数×２の数の枚数を 
お送りしますので、 
可能な範囲で、１枚を表面 
もう１枚を裏面が見えるように 
掲出してくださいますよう、 
お願いいたします。 

 
  
 
 

【問合せ先】 
 市民局 オリンピック・パラリンピック推進課 ℡６７１－３６９７ 

   情報提供 

掲出依頼   

表 裏 

区  間 ランナー走行時間 交通規制時間 

新横浜（横浜国際総合競技場～小机大橋） 12:10～12:26 11:20ごろ～13:00ごろ 

三ツ沢～横浜駅西口付近 14:10～15:03 13:40ごろ～15:30ごろ 

みなとみらい付近（金港町～市庁舎） 16:00～16:51 15:00ごろ～19:30ごろ 

関内付近(市庁舎～赤レンガ倉庫) 17:00～19:48 16:40ごろ～20:30ごろ 
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（９）地域防災活動支援に向けた研修等のご案内 

 

 

 

 

地域防災活動支援に向けた研修等について、お知らせします。 

 
【防災・減災推進研修＜基礎編＞について】 

地域の防災活動を進めるうえで参考となる知識を学んでいただく研修
です。 
 

【防災・減災推進研修＜支援編＞について】 
地震火災や風水害の備えなど地域特性に応じた防災活動について、ア

ドバイザーを派遣して支援する研修です。 
 
【防災学習コンテンツについて】 

新型コロナウイルス感染症の流行によって、防災研修やイベントの延
期、中止などにより、自助・共助をはじめとした防災について学んでい
ただく機会が非常に少なくなっています。 
こうした状況の中でもしっかりと防災を学んでいただけるように、本

市ホームページに防災を学べる動画やクイズ等を掲載した防災学習コン
テンツを作成しました。災害への備えを進めるためにぜひご活用くださ
い。 
 
 
 

二次元バーコード： 
 
 
 
【送付物】 

 ◇ 研修＜基礎編＞のご案内、研修＜支援編＞のご案内 

   防災学習コンテンツのお知らせ、防災学習コンテンツ DVD 

 ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部（DVD１枚）ずつ 
 
 【問合せ先】 
 総務局 地域防災課 ℡６７１－３４５６ 

   
事業説明 

  

URL:  
 https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/chiikibousai 
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議題 ２ 区連絡事項 

 

（10）家具転倒防止対策助成事業のご案内について 
 

 

 

 

 

地震時の家具転倒による被害を防止するため、家具転倒防止器具の取付

けを無料代行する事業を行っていますので、お知らせします。なお、器具

代は申請者のご負担となります。 

 
【補助制度概要】 
 ◇ 対  象：同居者全員が下記①～⑥のいずれかであること 

        ①65歳以上  

②身体障害者手帳の交付を受けている 

        ③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている 

        ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 

        ⑤介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けて

いる 

        ⑥中学生以下 
        ※「中学を卒業した方」から「64 歳以下の方」がいる世帯については、

②～⑤に該当しない限り、制度対象外 

 ◇ 受付件数：400件（先着順） 

 ◇ 相談窓口：０４５－２６２－０６６７ 
（NPO法人横浜市まちづくりセンター） 

           ※平日 10時～16時まで（12時～13時除く） 
 ◇ 申込方法：①郵送の場合：チラシ付属の申請書を記入し、郵送で申 

し込み  

       ②電子申請の場合：横浜市 家具転倒防止対策 で検索 

 

 【送付物】 
  ◇ 「家具転倒防止器具の取付けを代行します」案内チラシ 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1部ずつ 
 

【問合せ先】 
総務局 地域防災課 ℡６７１－３４５６ 

   情報提供 
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（11）（仮称）北仲通地区南北デッキの名称募集について 
 

 

 

 

 

本市では、中区北仲通地区において都心機能の強化を図りながら、まち

づくりを進めており、安全な歩行ルートの確保や周辺エリアとの連絡強化、

回遊性の向上の観点から、市役所と北仲通北地区とを結ぶ新しい歩行者デ

ッキを整備しています。 

この歩行者デッキに皆様が親しみをもっていただけるよう、名称募集を

行う予定です。 

 

【デッキ工事概要】 

◇ 橋梁延長：約 42ｍ 

◇ 有効幅員：６ｍ 

◇ 橋梁構造：鋼床版箱桁橋 

◇ 付属施設：階段２基 

◇ 完成予定：令和３年 12月末 

（復旧工は除く） 

 

 

 

【名称募集概要（予定）】 

◇ 期  間：令和３年６月 10日（木）～令和３年６月 30日（水） 

◇ 応募資格：横浜市内に在住、在勤、在学の方 

◇ 周知方法：記者発表、広報よこはま、Twitterなど 
 
 【問合せ先】 
  都市整備局 都心再生課 ℡６７１－３８５８ 
  

 

   情報提供 
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（12）本牧市民プール再整備事業について 
 
 

 

 

 

 

 

本牧市民プール再整備事業について、ＰＦＩ事業の落札者が決定しまし

たので、報告します。 

 

【概要】 

 本市では本牧市民プール再整備をＰＦＩ事業において実施しています。

令和２年７月 21 日に総合評価一般競争入札方式による入札公告を行い、

11 月 20 日に１グループから入札及び提案書の提出があり、４月 21 日に

「馬淵建設グループ」を落札者として決定しました。 

 

【今後のスケジュール】 

令和３年４月下旬 基本協定の締結 

令和３年９月中旬 本契約の締結（事業契約にかかる議会議決） 

令和３年９月下旬 

～令和５年６月 

本牧市民プールの設計・建設・開設準備 

令和５年７月上旬 本牧市民プールの供用開始 

 

【問合せ先】 
市民局 スポーツ振興課 ℡６７１－３２８８ 
 

 

   情報提供 
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（13）横浜プールセンターの営業休止について 
 
 

 

 

 

 

 

横浜プールセンターは、築 56年が経過し、施設の老朽化が著しく、大量

の漏水が発生している状況であるため、令和３年度以降の営業を休止しま

す。 

 

【施設概要】 

◇ 名称：横浜プールセンター 

◇ 設置：昭和 40年７月（築 56年） 

◇ 所在：磯子区原町 14-１（ＪＲ根岸線「根岸駅」より徒歩８分） 

 

【漏水調査結果】 

調査の結果、漏水箇所が 23か所あり、修繕には１年以上の大規模な改

修が必要であることが判明しました。 

 

【今後の対応】 

  横浜プールセンターは、平成 27 年 10 月に策定した「プール及び野外

活動施設等の見直しに係る方針」において、施設の老朽化が著しいこと

から再整備の検討を行うこととしています。 

今後の対応については改めて検討します。 

 
【問合せ先】 

市民局 スポーツ振興課 ℡６７１－３２８６ 
 

 

   情報提供 
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（14）根岸住宅地区跡地利用基本計画及び 
      横浜市立大学医学部・附属２病院等の再整備構想 
                      の策定について 
 

 

 

 

根岸住宅地区においては、返還後の土地利用の基本方針を「根岸住宅地

区跡地利用基本計画」として示すとともに、同地区を横浜市立大学医学部・

附属２病院等再整備の最有力候補地として検討を進めること等を「横浜市

立大学医学部・附属２病院等の再整備構想」として令和３年３月に策定し

ましたので、お知らせします。 

 

【根岸住宅地区跡地利用基本計画について】 

本市ホームページでご覧いただけます。 

 

根岸住宅 跡地利用計画 で検索 

 

 

 

 

 【問合せ先】 
◇ 根岸住宅地区跡地利用基本計画について 

政策局 基地対策課 ℡６７１－２４７２ 
  ◇ 横浜市立大学医学部・附属２病院等の再整備構想の策定について 
     政策局 大学調整課 ℡６７１－４２７３ 
 

   情報提供 
  

URL:  
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/kichi/beigun/negisitochi.html 
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（15）根岸住宅地区における原状回復作業について 
 

 

 

 

根岸住宅地区における原状回復作業に係る解体工事の主な内容等につい

てお知らせします。 

 

【解体撤去工事概要】 

根岸住宅地区の北側及び南側エリア 

をそれぞれ１工区及び２工区とし、先 

行して解体撤去工事に着手します。 

残りのエリアについては、準備が整 

い次第、順次着工していく予定です。 

 

 

 

◇ 工事期間：令和３年６月〜令和４年 12月（※変更となる場合あり。） 

 ◇ 作業時間等：月曜日から土曜日（日曜及び祝日を除く） 

午前８時〜午後５時 

◇ 解体対象：・木造住宅約 180棟 

・住宅以外の建物（倉庫、学校等）約 100棟 

・工作物等 

 ◇ 作業工程：令和３年６月…現地事務所等（プレハブ）の設置工事 

令和３年７月～令和４年 12月 

…順次、建物等の解体工事に着手 

 ◇ 主な解体方法：建物については、内装仕上材、空調機等の設備及び配管

等並びに外装材の⼀部を手作業にて解体撤去を実施し、

その後、解体用の重機を使用し、解体工事を行います。 

 

【問合せ先】 
◇ 原状回復作業の内容について 

南関東防衛局 管理部 施設管理課 
℡２１１－７１０５ Fax６７１－１５６６ 
南関東防衛局 企画部 地方調整課基地対策室 
℡２１１－７１３４ Fax６６１－２１７７ 

◇ 根岸住宅地区跡地利用計画について 
政策局 基地対策課  
℡６７１－２４７２ Fax６６３－２３１８ 

   事業説明 
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（16）令和３年度神奈川県歌舞伎鑑賞教室について 
 

 

 

 

 

歌舞伎鑑賞教室を開催いたしますので、お知らせします。 

 

【開催概要】 

 ◇ 日時：令和３年６月 25日（金）、26日（土） 

      <午前の部>11時開演 <午後の部>14時 30分開演（計４回） 

 ◇ 会場：神奈川県立青少年センター 紅葉坂ホール 

（西区紅葉ケ丘９－１） 

 ◇ 料金：学生 1,600円、一般 4,100円 

ＰＴＡ・団体（10名以上）3,400円 

 ◇ 申込：①学生・一般の方…チケットかながわに電話 

℡０５７０－０１５－４１５ 

②ＰＴＡ・団体 …青少年センターホール運営課に電話 

℡０４５－２６３－４４７５ 

 

【送付物】 

 ◇ 「歌舞伎鑑賞教室」案内チラシ 

 ◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1部ずつ 

  

【問合せ先】 

神奈川県立青少年センター ホール運営課  ℡２６３－４４７５ 

   情報提供 
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（17）消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」について 
 

 

 

 

 

現在、全国的に高齢者の消費者被害が、高齢者人口の増加率を大きく超

えるスピードで増えており、横浜市においても高齢者の消費者被害件数は

急増しています。 

そこで、特に注意すべき事例をわかりやすくコンパクトにお伝えするち

らし「月次相談リポート」について、チラシを毎月作成・送付しますので、

可能な範囲で掲示板への掲出をお願いします。 

ただし、当面の間は、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、各

自治会町内会へ１部ずつ配布します。 

 

【送付物】 
  ◇ 説明資料、「月次相談リポート（６月号）」 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1部ずつ 

 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 ℡６７１－２５６８ 

 

   情報提供 
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（18）令和３年度中区運営方針について 
 

 

 

 

 

令和３年度中区役所の運営方針を策定しましたので、お知らせします。 

 

【運営方針】 
Ⅰ 基本目標 

誰もが安心と活力を実感するまち中区 
～住んで良し、働いて良し、訪れて良し～ 

Ⅱ 目標達成に向けた施策 

１ 安全・安心で健やかに暮らせるまちづくり 
２ 子どもから高齢者までともに支え合うまちづくり 
３ 多文化共生のまちづくり 
４ 地域の活力があふれるまちづくり 
５ 地域に寄り添い、ともに行動する区役所づくり 

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 
１ 職員一人ひとりの力 ２ 職場の力 ３「オール中区」の総合力 
 

【送付物】 
   ◇ 令和３年度中区運営方針 
   ◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1部ずつ 

 
  【問合せ先】 
    中区役所 区政推進課 ℡２２４－８１２７ 

 

   情報提供 
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（19）第２期中区多文化共生推進アクションプランについて 
 

 

 

 

 

中区では、国籍やルーツによらず誰もが安心していきいきと暮らせるま

ちを目指し、平成 29年に「中区多文化共生推進アクションプラン」を策定

し、多文化共生に向けた施策を推進してきました。 

これまでの取り組みの成果などを踏まえ、今年３月に第２期アクション

プランを策定し、新たな取り組みをスタートさせていますので、お知らせ

します。 

なお、第２期アクションプランの概要版を、６月の地区連搬送で各地区定

例会会場に各自治会町内会１部ずつお届けします。（今回の地区連搬送によ

る送付物はありません。） 

 

【第２期中区多文化共生推進アクションプラン概要】 

  ◇ ビジョン：みんなヨコハマ中区人 

～ともに中区の活力を生み出し未来をつくる担い手に～ 

…出身地やルーツがどこにあっても、みんな中区に暮ら 

すヨコハマ中区人です。異なる人たちが多様性の中で

共に暮らすことで、中区をより豊かな社会とし、一人

ひとりが大切にされていると感じ、互いに認め合い暮

らしていけるまちを目指します。 

  ◇ 基本目標：基礎的な支援の充実＋地域とのつながりづくり 

 
 【問合せ先】 
 中区役所 区政推進課 ℡２２４－８１２７ 

   情報提供 
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（20）よこはま中区の歴史を碑もとく絵地図について 
 

 

 

 

開港のまち・中区には「もののはじめ」や横浜開港の歴史を伝える碑が

点在しています。「よこはま中区の歴史を碑もとく絵地図」は、碑の由来を

写真とともに紹介しており、地図と照らし合わせて見ることができます。 

また、開港のまち、中区は、ラグビーや近代テニスをはじめとした多く

の西洋スポーツ文化が流入した地です。 

このたび「よこはま中区の歴史を碑もとく絵地図」の特別版として、中

区の西洋スポーツ流入の歴史をまとめた「西洋スポーツ流入編」を新たに

作成しましたので、お知らせします。 

 
【送付物】 

 ◇ よこはま中区の歴史を碑もとく絵地図 

 ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 
 【問合せ先】 
 中区役所 区政推進課 ℡２２４－８１２７ 

   
情報提供 
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（21）中区自治会・町内会掲示板整備費補助金について 
 

 

 

 

自治会町内会掲示板の整備について、整備に要する経費の一部を補助し

ます。つきましては、希望する自治会町内会は、期限までに申請書類をご

提出ください。 

 

 【事業概要】 
◇ 補助対象：新設、更新、修繕 
◇ 補助内容：自治会町内会を単位として、10万円を限度に補助 
       ※申請額の合計が予算を上回った場合には、補助金額が限度額を 

下回る場合があります。 
◇ 申請書類：①中区自治会・町内会掲示板整備費補助金交付申請書 

②掲示板設置位置図及び現況写真 
③工事費見積書（写） 
≪新設の場合のみ≫ 
④占用又は使用が可能なことを証する書面（写） 

        〈公有地〉道路占用許可書等、許可が取れている 
ことを証する書類 

        〈民有地〉設置承諾書（土地所有者の押印あり） 
◇ 提 出 先：中区役所地域振興課 
◇ 提出期限：令和３年７月 30日(金) 

   
 【送付物】 
 ◇ 依頼文、中区自治会・町内会掲示板整備費補助金交付申請書 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1部ずつ 

 
【問合せ先】 
中区役所 地域振興課 ℡２２４－８１３２ 

   
申請依頼 
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～ 各種申請について ～ 
 

年度初めのこの時期は、自治会町内会のみなさまに様々な申請の依頼

を差し上げています。各種補助を希望される団体は、期限までに申請を

お願いします。詳細については配布した資料を参照ください。 

 

補助金名等 資料配布 締切 

電柱及び鋼管ポール防犯灯／

新規設置 
３月区連会 ５月 31日（月） 

地域防犯カメラ設置補助 ３月区連会 ６月 30日（水） 

自治会町内会館整備費補助金 ４月区連会 ７月 21日（水）※ 

掲示板整備費補助金 ５月区連会 ７月 30日（金） 

地域活動推進費補助金 ３月区連会 ８月 31日（火） 

地域防犯灯維持管理費補助金 ３月区連会 ８月 31日（火） 

町の防災組織活動費補助金 ３月区連会 ８月 31日（火） 

初期消火器具等整備費補助 ３月区連会 ９月 30日（木） 
※６月 30日までに地域振興課へ一報ください 

 


	・昨年度までの配送スケジュールより配送日程が遅く、配布作業に支障がある。昨年度と同じ日程にしてほしい。配送スケジュールに示された日に届かなかった。確実に配送してほしい。（18区210件）
	・配送された部数が間違っている。正しく配送してほしい。
	（10区142件）
	・配送業者に連絡をしても、配送担当の電話が１回線しかなく、電話がつながらない。回線を増やしてほしい。（14区）
	・その他（47件）
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