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～～旭旭区区のの自自治治会会町町内内会会にに関関すするる統統計計的的デデーータタ～～

～旭区の地区連合自治会町内会の区域～

令令和和3年年4月月1日日現現在在

●● 自自治治会会町町内内会会団団体体数数 236団団体体（（市市全全体体2,849団団体体））

●● 自自治治会会町町内内会会加加入入世世帯帯数数 81,634世世帯帯（（市市全全体体：：1,222,602世世帯帯））

●● 地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会数数 19団団体体（（市市全全体体：：253団団体体））

●● 総総 世世 帯帯 数数 107,353世世帯帯（（市市全全体体：：1,762,920世世帯帯））

●● 自自治治会会町町内内会会加加入入率率 76.0％％（（市市全全体体：：69.4％％））※※

（（※※自自治治会会町町内内会会加加入入世世帯帯数数÷÷旭旭区区内内総総世世帯帯数数××100＝＝％％））

①①鶴鶴ケケ峰峰地地区区町町内内会会連連合合会会

②②白白根根地地区区町町内内会会自自治治会会連連合合会会

③③旭旭北北地地区区連連合合自自治治会会

④④上上白白根根連連合合自自治治会会

⑤⑤今今宿宿地地区区町町内内会会自自治治会会連連合合会会

⑥⑥川川井井地地区区町町内内会会自自治治会会連連合合会会

⑦⑦若若葉葉台台連連合合自自治治会会

⑧⑧笹笹野野台台地地区区連連合合自自治治会会

⑨⑨希希望望がが丘丘連連合合自自治治会会

⑩⑩希希望望がが丘丘東東地地区区連連合合自自治治会会

⑪⑪希希望望がが丘丘南南地地区区連連合合自自治治会会

⑫⑫ささちちがが丘丘地地区区連連合合自自治治会会

⑬⑬万万騎騎がが原原連連合合自自治治会会

⑭⑭二二俣俣川川地地区区連連合合自自治治会会

⑮⑮二二俣俣川川ニニュューータタウウンン連連合合町町内内会会

⑯⑯旭旭中中央央地地区区連連合合町町内内会会

⑰⑰旭旭南南部部地地区区連連合合自自治治会会

⑱⑱左左近近山山連連合合自自治治会会

⑲⑲市市沢沢地地区区連連合合町町内内会会
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１　自治会町内会の役割

　　自自治治会会町町内内会会はは、、明明るるくく住住みみややすすいい街街づづくくりりののたためめ、、３３つつのの役役割割をを果果たたししてていいまますす。。

　 自治会町内会は、一定の地域に住む住民によって組織され、住民
相互の親睦や、地域の諸課題を一緒になって解決し、明るく住みやす
い街づくりを目指す、自主的民主的な任意団体です。

地地域域のの親親睦睦をを図図るるここととがが結結果果ととししてて青青少少年年育育成成ににつつななががっったたりり、、「「親親睦睦」」やや
「「公公益益的的事事業業活活動動・・地地域域ササーービビスス」」をを行行ううたためめににはは「「情情報報共共有有・・合合意意形形成成・・
利利害害調調整整」」がが必必要要ににななるるななどど、、３３つつのの役役割割ははおお互互いいにに関関連連ししてていいるるたためめ、、３３
つつのの役役割割ををババラランンススよよくく果果たたししてていいくくここととがが重重要要でですす。。

　　住住民民のの大大半半がが会会員員ととししてて加加入入しし、、日日常常生生活活にに密密着着ししたた活活動動をを行行うう自自治治会会町町内内会会はは、、地地域域をを包包
括括ししたた基基礎礎的的なな住住民民組組織織でですす。。
　　住住みみ良良いい生生活活環環境境をを維維持持すするるたためめににはは、、例例ええばばごごみみ集集積積所所のの清清掃掃、、資資源源集集団団回回収収、、防防犯犯灯灯のの
維維持持管管理理ななどど、、地地域域ととししててままととままるるここととでで、、効効率率的的・・効効果果的的にに行行ううここととががででききまますす。。ままたた子子どど
もも会会やや夏夏ままつつりりななどどのの地地域域のの事事業業をを通通ししてて隣隣近近所所とと顔顔見見知知りりににななりり、、絆絆をを強強めめるるここととがが、、子子供供
とと高高齢齢者者のの見見守守りりやや災災害害時時のの助助けけ合合いいににつつななががりりまますす。。
　　自自治治会会町町内内会会はは、、ここううししたた重重要要なな役役割割をを担担っってていいまますす。。

１ 自治会町内会について

防防災災、、防防犯犯・・青青少少年年育育成成、、交交通通安安全全、、環環境境美美化化、、資資源源集集団団回回収収
① 公益的事業活動・地域サービス

② 親睦を深め、絆を醸成

③ 情報共有・合意形成・利害調整
ポポススタターー掲掲示示、、チチララシシ等等資資料料のの回回覧覧、、会会議議のの開開催催 ななどど

運運動動会会、、盆盆踊踊りり、、ままつつりり、、子子どどもも会会活活動動、、各各種種ササーーククルル活活動動、、

敬敬老老会会 ななどど
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２　自治会町内会の主な活動

　　自自治治会会町町内内会会はは、、３３つつのの役役割割をを果果たたすすたためめ、、具具体体的的ににはは次次ののよよううなな活活動動をを行行っってていいまますす。。

⑤ 防災活動

防防災災訓訓練練のの実実施施、、防防災災資資機機材材のの整整備備やや食食料料のの備備蓄蓄ななどどにによよりり、、災災害害にに備備ええまますす。。
ままたた、、地地震震ななどどのの災災害害発発生生時時ににはは、、おお互互いいにに助助けけ合合っってて安安全全をを確確保保ししまますす。。

⑥ 防犯・交通安全活動

防防犯犯パパトトロローールルやや見見守守りり活活動動のの実実施施、、防防犯犯灯灯のの維維持持管管理理、、ススククーールルゾゾーーンン対対策策協協議議会会へへ
のの参参加加ななどどをを通通じじ、、犯犯罪罪やや交交通通事事故故のの防防止止活活動動をを推推進進ししまますす。。

① 環境美化・資源集団回収活動

ごごみみ集集積積場場所所のの管管理理やや公公園園清清掃掃、、新新聞聞・・雑雑誌誌・・缶缶・・ビビンン・・ペペッットトボボトトルルななどどのの資資源源物物のの回回収収
ななどどにによよりり、、 地地域域環環境境のの美美化化ややごごみみのの減減量量・・リリササイイククルルをを進進めめまますす。。

② イベント等の開催

夏夏ままつつりり・・運運動動会会・・文文化化祭祭・・餅餅つつきき大大会会ななどどののイイベベンントトのの開開催催やや、、子子どどもも会会活活動動ななどどのの
各各種種ササーーククルル活活動動のの実実施施やや支支援援ななどどをを通通じじてて、、地地域域のの親親睦睦をを図図りりまますす。。

④ 社会福祉活動

高高齢齢者者へへのの給給食食ササーービビススやや安安心心訪訪問問、、敬敬老老会会のの活活動動、、子子育育てて支支援援、、募募金金へへのの協協力力ななどど
にによよりり、、社社会会福福祉祉をを推推進進ししまますす。。

⑦ 施設・設備の維持

活活動動のの拠拠点点ととななるる自自治治会会町町内内会会館館のの維維持持管管理理、、広広報報手手段段のの掲掲示示板板やや回回覧覧板板のの維維持持管管理理
ななどどにによよりり、、地地域域のの親親睦睦やや情情報報共共有有のの基基盤盤をを支支ええまますす。。

③ 行政との連携

行行政政やや公公益益団団体体かかららのの情情報報のの周周知知やや、、各各種種団団体体のの委委員員等等のの推推薦薦をを行行いい、、行行政政とと連連携携しし、、
地地域域社社会会のの形形成成をを行行いいまますす。。
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３　横浜市の自治会町内会組織の構成

横横浜浜市市のの自自治治会会町町内内会会のの組組織織構構成成はは、、次次ののよよううににななっってていいまますす。。
各各団団体体間間でで情情報報共共有有やや意意見見交交換換をを行行いい、、よよりりよよいい地地域域づづくくりりをを目目指指ししてていいまますす。。

●　地区連合自治会町内会の役割とは…

●　旭区連合自治会町内会連絡協議会の役割とは…
　　  旭旭区区連連合合自自治治会会町町内内会会連連絡絡協協議議会会はは、、主主にに各各地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会間間のの連連絡絡
調調整整やや、、区区全全体体にに関関すするる事事柄柄ななどどににつついいてて行行政政とと連連携携、、協協力力ししたた取取りり組組みみをを行行っっ
てていいまますす。。

　　今今日日のの自自治治会会町町内内会会活活動動でではは、、ああららゆゆるる分分野野ににおおいいてて、、区区域域をを越越ええたた広広域域的的なな
取取組組みみがが必必要要ととななるるここととがが少少ななくくあありりまませせんん。。地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会はは、、ここののよよ
ううなな単単独独のの自自治治会会町町内内会会がが実実施施すするるににはは困困難難なな広広域域的的事事業業やや課課題題解解決決にに向向けけたた取取
りり組組みみななどどをを行行っってていいまますす。。

自 治 会 町 内 会

地区連合自治会町内会

横浜市町内会連合会

旭旭区区内内ににはは、、約約２２４４００のの自自治治会会町町内内会会ががあありりまますす。。

旭旭区区内内ににはは、、1199のの地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会ががあありりまま

すす。。

横横浜浜市市内内のの１１８８区区のの区区連連会会長長でで構構成成さされれてていいまますす。。

旭区連合自治会町内会連絡協議会 各各地地区区のの連連合合自自治治会会町町内内会会長長でで構構成成さされれてていいまますす。。

通通称称『『区区連連会会』』とと呼呼ばばれれてていいまますす。。

各各区区ごごととにに結結成成さされれてていいまますす。。

区区内内各各地地区区ごごととにに結結成成さされれてていいまますす。。

いろいろな団体が互いに協力して

地域は成り立っています。
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４　自治会町内会の運営について
自自治治会会町町内内会会をを運運営営すするる際際ににはは、、役役員員ののみみななささんんはは次次のの点点にに心心ががけけままししょょうう。。

② 仕事はみんなで役割分担を

自自治治会会町町内内会会ににはは様様々々なな仕仕事事ががあありり、、少少人人数数だだけけででそそれれををややっってていいくくののははととててもも大大変変でですす。。
役役員員全全員員でで分分担担ををすするるととととももにに、、会会員員同同士士でで積積極極的的にに声声ををかかけけああっってて、、活活動動にに参参加加ししててももらら

いいままししょょうう。。
自自治治会会町町内内会会のの円円滑滑なな運運営営ののたためめ、、役役員員のの負負担担をを軽軽減減すするるたためめのの工工夫夫をを考考ええるるこことともも必必要要でで

すす。。

① 情報共有で民主的な運営を

会会のの運運営営ににああたたっっててはは、、情情報報をを広広くく共共有有ししてて民民主主的的運運営営にに努努めめままししょょうう。。
新新年年度度のの事事業業計計画画やや予予算算、、過過年年度度のの事事業業報報告告やや決決算算、、役役員員選選任任やや規規約約改改正正ななどど重重要要なな事事項項にに

つついいててはは、、「「規規約約（（会会則則））」」にに従従っってて、、「「総総会会」」でで決決定定ししままししょょうう。。
ままたた、、１１～～２２かか月月にに１１回回程程度度開開催催すするる「「定定例例会会」」やや「「役役員員会会」」をを開開催催すするる自自治治会会もも多多いいよようう

でですす。。会会議議ににはは、、役役員員やや各各専専門門部部長長、、委委嘱嘱委委員員ななどどがが出出席席しし、、総総会会でで審審議議すするる原原案案のの作作成成ななどど
をを行行いいまますす。。

ままたた、、自自治治会会町町内内会会のの具具体体的的なな事事業業のの執執行行もも行行いいまますす。。
会会員員向向けけにに広広報報紙紙ややニニュューーススをを発発行行しし、、会会のの活活動動情情報報ををおお知知ららせせしし、、情情報報共共有有すするるこことともも有有

効効でですす。。
地地域域のの一一体体感感がが育育ままれれ、、活活動動へへのの参参加加者者、、協協力力者者もも得得ややすすくくななりりまますす。。

③ 会計は会員に分かりやすく

自自治治会会町町内内会会のの会会計計はは、、会会員員かかららのの会会費費やや区区かかららのの補補助助金金等等がが主主なな財財源源ととななっってていいまますす。。
わわかかりりややすすいい項項目目でで正正確確なな出出納納簿簿ををつつくくりりままししょょうう。。
自自治治会会町町内内会会でで専専用用のの口口座座をを開開設設しし、、全全ててのの収収入入はは一一度度自自治治会会町町内内会会のの口口座座にに入入金金すするるよようう

ににすするるとと、、出出入入金金のの管管理理ががししややすすくくななりりまますす。。
ままたた、、自自治治会会町町内内会会館館建建設設等等ののたためめにに特特別別会会計計をを設設置置ししてていいるる場場合合はは、、そそのの特特別別会会計計専専用用のの

口口座座もも別別にに設設けけまますす。。
支支出出ににつついいててはは、、例例ええばば会会計計担担当当者者がが伝伝票票等等にによよっってて会会長長のの許許可可をを得得るるよよううににすするるななどど、、会会

計計担担当当者者だだけけででななくく複複数数のの人人ののチチェェッッククがが働働くくよよううににすするるとと良良いいででししょょうう。。

みみんんななでで互互いいにに協協力力ししてて

自自治治会会町町内内会会をを円円滑滑にに

運運営営ししてていいききままししょょうう。。
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依依頼頼事事項項 依依頼頼内内容容

現現　　況況　　届届

      毎毎年年度度当当初初にに、、自自治治会会町町内内会会及及びび地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会のの状状況況をを把把握握ささせせてて
いいたただだくくたためめのの基基礎礎資資料料ととししてて、、主主にに次次のの項項目目ににつついいてて様様式式にに記記入入ののううええ、、提提出出いい
たただだいいてていいまますす。。前前年年度度とと変変更更ががなないい場場合合ににもも、、必必ずず提提出出ししてていいたただだききまますす。。
（（１１））連連絡絡先先（（自自治治会会町町内内会会名名、、会会長長名名、、会会長長住住所所、、電電話話番番号号等等））
（（２２））自自治治会会町町内内会会加加入入世世帯帯数数、、班班数数、、掲掲示示板板保保有有数数等等

口口座座振振替替依依頼頼書書

  　　市市又又はは区区かからら自自治治会会町町内内会会及及びび地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会へへ、、次次のの補補助助金金・・謝謝金金をを
振振りり込込むむ際際にに、、振振込込先先のの金金融融機機関関口口座座をを指指定定すするる書書類類でですす。。
①①　　地地域域活活動動推推進進費費補補助助金金
②②　　防防犯犯灯灯維維持持管管理理費費補補助助金金
③③　　広広報報紙紙（（広広報報よよここははまま、、県県ののたたよよりり、、ヨヨココハハママ議議会会だだよよりり））配配布布謝謝金金
④④　　町町のの防防災災組組織織活活動動費費補補助助金金

自自治治だだよよりり
おお届届けけ先先指指定定届届

　　  毎毎月月、、横横浜浜市市町町内内会会連連合合会会やや旭旭区区連連合合自自治治会会町町内内会会連連絡絡協協議議会会でで審審議議さされれたた
内内容容等等をを記記載載ししたた機機関関紙紙「「自自治治だだよよりり」」をを発発行行ししてていいまますす。。ここのの自自治治だだよよりりはは毎毎月月２２００
日日以以降降～～月月末末ににかかけけてて回回覧覧・・掲掲示示依依頼頼物物ををおお送送りりすするるののにに併併せせてて「「現現況況届届」」のの内内容容
にに基基づづきき自自治治会会町町内内会会長長ののごご自自宅宅へへおお届届けけししてていいまますす。。
　　ここのの届届はは、、会会長長ののごご自自宅宅以以外外へへのの配配送送をを希希望望さされれるる場場合合ののみみ配配送送先先をを指指定定ししてて
いいたただだくくたためめののももののでですす。。

広広報報よよここははまま
ああささひひ区区版版

配配送送届届

　　  自自治治会会町町内内会会のの加加入入・・未未加加入入をを問問わわずず、、各各種種広広報報紙紙（（「「広広報報よよここははままああささひひ区区
版版」」、、「「県県ののたたよよりり」」、、「「ヨヨココハハママ議議会会だだよよりり」」））をを、、全全ててのの世世帯帯にに配配布布ししてていいたただだくくよようう、、
ごご協協力力ををおお願願いいししてていいまますす。。
　　配配送送先先住住所所・・担担当当者者・・配配布布部部数数にに変変更更ががああるる場場合合ににごご提提出出くくだだささいい（（年年度度途途中中のの
変変更更もも可可能能でですす））。。ままたた、、メメーールルやや電電子子申申請請ででもも変変更更ででききまますす。。
　　毎毎月月1100日日ままででににごご連連絡絡いいたただだけけれればば、、翌翌月月号号かからら反反映映ししまますす。。

「「 現現況況届届」」 「「 口口座座振振替替依依頼頼書書」」 ににつついいててはは、、 会会長長のの変変更更
ががなないい場場合合ででもも 必必ずず毎毎年年度度提提出出をを おお願願いいいいたたしし まますす。。

２ 区役所からの依頼事項

▲▲メメーールルででのの変変更更 ▲▲電電子子申申請請ででのの変変更更

■■入入力力項項目目

・・団団体体名名

・・申申請請者者氏氏名名

・・変変更更希希望望月月（（○○月月下下旬旬配配送送分分））

・・変変更更後後のの配配布布部部数数

・・変変更更後後のの配配送送先先情情報報 ななどど

■■メメーールルアアドドレレスス

aass--kkoouuhhoouu@@cciittyy..yyookkoohhaammaa..jjpp
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依依頼頼時時期期 提提出出時時期期 提提出出先先 摘摘　　要要

４４月月

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係

電電話話：：９９５５４４－－６６００９９１１
ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５５５－－３３３３４４１１

      現現況況届届のの世世帯帯数数はは４４月月１１日日現現在在のの加加入入世世帯帯数数をを正正確確
ににごご記記入入くくだだささいい。。
      現現況況届届にに記記入入さされれたた加加入入世世帯帯数数がが地地域域活活動動推推進進費費補補
助助金金のの基基礎礎数数値値ととななりりまますす。。
※※　　地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会にに加加入入ししてていいるる場場合合はは、、区区
役役所所及及びび連連合合にに同同じじ加加入入世世帯帯数数をを届届けけ出出るるよよううごご注注意意くく
だだささいい。。

地地域域活活動動推推
進進費費補補助助金金
等等のの交交付付申申
請請時時ままでで

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係

電電話話：：９９５５４４－－６６００９９１１
ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５５５－－３３３３４４１１

      口口座座振振替替依依頼頼書書にに押押印印いいたただだくく印印鑑鑑はは、、関関係係すするる補補
助助金金のの請請求求書書ににもも同同一一のの印印鑑鑑をを押押印印いいたただだくくここととににななりり
まますすののでで、、おお忘忘れれににななららなないいよよううににごご注注意意くくだだささいい。。（（ススタタ
ンンププ印印はは不不可可でですす。。））
      関関係係すするる補補助助金金をを申申請請ししなないい自自治治会会町町内内会会ににつついいてて
もも、、広広報報紙紙配配布布謝謝金金のの支支払払いいががあありりまますすののでで、、必必ずずごご提提
出出くくだだささいい。。

４４月月

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係

電電話話：：９９５５４４－－６６００９９１１
ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５５５－－３３３３４４１１

      自自治治だだよよりりをを会会長長ののごご自自宅宅ににおお届届けけすするる場場合合はは提提出出
不不要要でですす。。

配配送送先先住住
所所・・担担当当者者・・
配配布布部部数数にに
変変更更ががああっっ
たた時時

区区政政推推進進課課
広広報報相相談談係係

電電話話：：９９５５４４－－６６００２２３３
ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５５５－－２２８８５５６６

配配布布謝謝金金：：
①①広広報報よよここははままああささひひ区区版版　　９９円円／／１１部部（（毎毎月月））
②②県県ののたたよよりり　　８８円円／／１１部部（（毎毎月月））
③③ヨヨココハハママ議議会会だだよよりり　　４４円円／／１１部部（（年年４４回回））
配配送送日日：：毎毎月月末末（（１１月月分分はは1122//2299ままででにに配配送送））
各各世世帯帯へへのの配配布布日日：：毎毎月月１１日日～～１１００日日のの間間

３３月月

区役所では、毎年度３月に「自治だより」を通じて自治会町内会長様に自治会町内
会の組織体制の把握や各種情報提供等について依頼しています。
※会長が交代される場合には、これらの書類提出について必ず新会長に引継をし
てください。
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地地域域活活動動のの種種類類
活活動動のの内内容容
（（対対象象経経費費））

支支援援対対象象
（（申申請請））団団体体

支支援援区区分分

公公益益的的地地域域活活動動全全般般

・・  事事務務費費
      会会議議開開催催経経費費、、会会館館維維持持管管理理費費、、役役員員手手当当ななどど
・・  事事業業費費
　　  美美化化活活動動、、レレククリリエエーーシショョンン活活動動、、
　　  子子どどもも会会やや老老人人ククララブブへへのの助助成成　　ななどど

・・自自治治会会町町内内会会
・・地地区区連連合合自自治治会会
町町内内会会

補補助助金金

補補助助金金

融融　　  資資

防防災災活活動動　　※※
町町のの防防災災組組織織（（各各自自治治会会町町内内会会））がが行行うう防防災災関関連連のの会会
議議費費、、訓訓練練費費、、資資機機材材購購入入費費ななどどのの防防災災活活動動費費

・・自自治治会会町町内内会会 補補助助金金

防防犯犯活活動動　　※※
地地域域内内でで実実施施すするる防防犯犯パパトトロローールルななどどのの防防犯犯活活動動にに
要要すするる経経費費（（帽帽子子、、反反射射ベベスストト、、ジジャャケケッットト購購入入費費　　なな
どど））

・・自自治治会会町町内内会会
・・地地区区連連合合自自治治会会
町町内内会会

助助成成金金

防防犯犯灯灯のの設設置置・・更更新新 ＬＬＥＥＤＤ防防犯犯灯灯のの設設置置・・更更新新にに要要すするる経経費費
・・自自治治会会町町内内会会
・・地地区区連連合合自自治治会会
町町内内会会

市市事事業業

防防犯犯灯灯のの維維持持・・管管理理 地地域域がが所所有有・・管管理理すするる「「防防犯犯灯灯」」のの電電気気料料金金やや修修繕繕費費
・・自自治治会会町町内内会会
・・地地区区連連合合自自治治会会
町町内内会会

補補助助金金

新新たたにに地地域域課課題題をを
解解決決ししよよううととすするる活活動動

区区内内でで地地域域福福祉祉のの推推進進ななどど地地域域課課題題解解決決にに向向けけたた事事
業業にに必必要要なな経経費費

２２人人以以上上のの旭旭区区
民民でで構構成成さされれたた
団団体体

補補助助金金

自自治治会会町町内内会会館館のの
整整備備　　※※

　　自自治治会会町町内内会会館館のの整整備備にに要要すするる費費用用

【【整整備備のの種種類類】】
・・　　新新築築・・購購入入
　　　　既既存存のの建建物物をを撤撤去去しし新新築築すするる場場合合含含むむ
・・　　増増築築
　　　　既既存存のの建建物物のの床床面面積積のの増増加加
・・　　改改修修（（耐耐震震補補強強をを含含むむ））
　　　　建建物物のの主主要要構構造造部部のの改改修修をを含含むむ工工事事
・・　　修修繕繕
　　　　改改修修のの程程度度にに至至ららなないい修修繕繕

・・自自治治会会町町内内会会
・・地地区区連連合合自自治治会会
町町内内会会

※※はは、、ＰＰ９９右右上上ににあありりまますす「「公公益益的的地地域域活活動動全全般般」」のの「「摘摘要要欄欄」」のの※※をを、、ごご参参照照願願いいまますす。。

３ 地域活動への各種支援制度について
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支支援援（（補補助助・・助助成成等等））制制度度
支支援援のの
申申請請先先

申申請請時時期期 摘摘　　　　　　　　要要

「「地地域域活活動動推推進進費費補補助助金金」」

加加入入世世帯帯数数又又はは対対象象経経費費
にに応応じじたた金金額額
（（前前金金払払・・翌翌年年度度精精算算））

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係
995544--66009911

４４～～６６月月

※※他他のの補補助助金金・・助助成成金金のの交交付付をを受受けけるる場場合合、、他他のの補補
助助金金・・助助成成金金のの対対象象ととななるる支支出出はは、、地地域域活活動動推推進進費費
補補助助金金のの補補助助対対象象経経費費ににははななりりまませせんん。。
　　補補助助金金対対象象額額のの11//33がが補補助助金金額額をを下下回回っったた場場合合、、
返返還還金金がが発発生生ししまますす。。
　　詳詳細細はは2288ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。

「「自自治治会会町町内内会会館館整整備備
事事業業補補助助金金」」

補補助助率率11//22（（共共通通））
【【上上限限額額のの例例】】
・・新新築築：：9999,,000000円円//㎡㎡
　　            かかつつ11,,220000万万円円
・・増増築築：：550000万万円円
・・改改修修：：550000万万円円
・・修修繕繕：：220000万万円円

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係
995544--66009911

実実施施前前年年度度
４４月月～～６６月月

　　必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。

横横浜浜市市ととのの協協定定をを結結んんだだ
民民間間金金融融機機関関かかららのの融融資資

金金融融機機関関
市市かかららのの

補補助助決決定定後後
　　法法人人化化ししてていいるる必必要要ががあありりまますす。。
　　詳詳細細はは、、各各金金融融機機関関ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

「「町町のの防防災災組組織織活活動動費費
補補助助金金」」

世世帯帯数数××116600円円

総総務務課課
庶庶務務係係

995544--66000077
４４～～６６月月

　　支支出出額額がが補補助助金金額額をを下下回回っったた場場合合、、返返還還金金がが
発発生生ししまますす。。

「「ままちちぐぐるるみみ地地域域防防犯犯推推進進
事事業業助助成成金金」」

・・単単位位自自治治会会町町内内会会：：
対対象象経経費費のの11//22ままたたはは
2200,,000000円円
・・地地区区連連合合自自治治会会町町内内会会：：
対対象象経経費費のの11//22ままたたはは
5500,,000000円円

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係
995544--66009911

５５～～６６月月
　　予予算算のの範範囲囲内内でで交交付付額額をを決決定定ししまますすののでで、、申申
請請がが多多いい場場合合ににはは助助成成額額がが減減額額さされれるる場場合合ががああ
りりまますす。。

「「LLEEDD防防犯犯灯灯設設置置事事業業」」

自自治治会会町町内内会会等等にに代代わわりり、、
市市がが経経費費負負担担ををしし、、設設置置しし
まますす。。

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係
995544--66009911

５５月月頃頃

　　各各自自治治会会、、町町内内会会よよりり、、設設置置等等のの申申請請をを受受けけ付付
けけまますす。。
　　要要望望内内容容等等にによよっっててはは、、設設置置ででききなないい場場合合ももああ
りりまますす。。

「「防防犯犯灯灯維維持持管管理理費費
補補助助金金」」
年年度度当当初初（（44//11現現在在））にに所所
有有すするる防防犯犯灯灯数数××22,,220000円円

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係
995544--66009911

４４～～６６月月 　　地地域域活活動動推推進進費費補補助助金金とと同同時時にに申申請請ししまますす。。

「「ああささひひののつつななががりり応応援援
補補助助金金」」

対対象象経経費費のの９９割割
【【上上限限】】５５万万円円

区区政政推推進進課課
地地域域力力推推進進担担当当

995544--66002288／／
福福祉祉保保健健課課

事事業業企企画画担担当当
995544--66114433／／

高高齢齢・・障障害害支支援援課課
高高齢齢者者支支援援担担当当

995544--66112255

４４月月～～1122月月

　　申申請請方方法法等等詳詳細細ににつつききままししててはは、、おお問問いい合合わわ
せせくくだだささいい。。
　　予予算算のの上上限限にに達達しし次次第第、、申申請請受受付付をを終終了了ししまま
すす。。

地域活動を推進するため、活動内容に応じた各種支援制度がありますので
ご活用ください。
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委委員員名名 活活動動内内容容 任任期期

民民生生委委員員・・児児童童委委員員
及及びび主主任任児児童童委委員員

　　  厚厚生生労労働働大大臣臣かからら委委嘱嘱さされれるる特特別別職職のの非非常常勤勤公公務務員員でで、、地地域域住住民民のの
相相談談・・援援助助やや見見守守りりをを行行いい、、行行政政やや専専門門機機関関へへのの「「つつななぎぎ役役」」ととししてて地地域域
福福祉祉のの推推進進ななどど多多方方面面ににわわたたりり活活動動ししてていいまますす。。

３３年年

ススポポーーツツ推推進進委委員員
　　  市市長長かからら委委嘱嘱さされれるる非非常常勤勤公公務務員員ととししてて、、各各種種ススポポーーツツ振振興興事事業業のの
推推進進ををししてていいまますす。。

２２年年

青青少少年年指指導導員員
　　  市市長長及及びび県県知知事事かからら委委嘱嘱さされれ、、地地域域社社会会ににおおけけるる青青少少年年のの自自主主的的なな
活活動動とと、、そそのの健健全全なな育育成成をを推推進進ししてていいまますす。。

２２年年

保保健健活活動動推推進進員員
　　  市市長長かからら委委嘱嘱さされれ、、行行政政のの健健康康づづくくりり施施策策ののパパーートトナナーーととししてて、、地地域域
のの健健康康づづくくりりやや公公衆衆衛衛生生のの向向上上をを推推進進ししてていいまますす。。

２２年年

環環境境事事業業推推進進委委員員
　　市市長長かからら委委嘱嘱さされれ、、  自自治治会会町町内内会会とと連連携携ししたたごごみみ減減量量にによよるる脱脱温温暖暖
化化にに向向けけたた３３ＲＲ行行動動・・地地域域のの清清潔潔保保持持をを推推進進ししまますす。。

２２年年

消消費費生生活活推推進進員員
　　  市市長長かからら委委嘱嘱さされれ、、地地域域ににおおけけるる消消費費者者ののリリーーダダーーととししてて、、地地域域とと連連
携携ししてて、、自自主主的的にに悪悪質質商商法法防防止止ななどどのの消消費費者者問問題題のの学学習習やや普普及及・・啓啓発発
活活動動をを推推進進ししてていいまますす。。

２２年年

家家庭庭防防災災員員
　　  「「自自助助かからら始始ままりり、、地地域域ににおおけけるる防防災災活活動動のの担担いい手手ととししてて活活躍躍ででききるる
家家庭庭防防災災員員」」ををめめざざししたた研研修修をを受受講講ししまますす((年年３３回回））。。ままたた、、受受講講者者にに「「修修
了了証証」」をを交交付付ししまますす。。

１１年年

保保　　護護　　司司
　　法法務務大大臣臣かからら委委嘱嘱さされれるる非非常常勤勤のの国国家家公公務務員員でで、、地地域域ににおおいいてて犯犯罪罪
ををししたた者者及及びび非非行行ののああるる少少年年のの改改善善更更生生をを助助けけるるととととももにに、、犯犯罪罪のの予予防防
ののたためめのの啓啓発発活活動動をを行行いいまますす。。

２２年年
（（再再任任妨妨げげ

なないい））

                    ※※各各委委員員のの詳詳細細はは、、1122～～1188ペペーージジのの資資料料をを参参照照ししててくくだだささいい（（保保護護司司をを除除くく））。。

４ 地域からの推薦等を受けて活動する委員等
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推推薦薦
依依頼頼時時期期

推推薦薦先先（（担担当当）） 提提出出時時期期 摘摘　　要要（（推推薦薦基基準準等等））

毎毎年年
２２月月（（欠欠員員補補充充））
７７月月（（欠欠員員補補充充））

22002222年年
５５月月（（一一斉斉））

福福祉祉保保健健課課
福福祉祉保保健健係係
995544－－66110011

毎毎年年
４４月月（（欠欠員員補補充充））
９９月月（（欠欠員員補補充充））

22002222年年
８８月月（（一一斉斉））

○○民民生生委委員員・・児児童童委委員員はは、、各各自自治治会会・・町町内内会会かからら
原原則則220000世世帯帯～～444400世世帯帯にに１１名名：：地地区区推推薦薦準準備備会会のの
開開催催とと適適任任者者のの推推薦薦
○○主主任任児児童童委委員員はは、、地地区区連連合合かからら２２名名：：連連合合地地区区
推推薦薦準準備備会会のの開開催催とと適適任任者者のの推推薦薦

22002222年年
１１１１月月

地地域域振振興興課課
生生涯涯学学習習支支援援係係

995544－－66009955

22002233年年
２２月月

　　各各自自治治会会町町内内会会かからら原原則則１１名名

22002233年年
１１１１月月

地地域域振振興興課課
生生涯涯学学習習支支援援係係

995544－－66009955

22002244年年
２２月月

　　自自治治会会町町内内会会のの数数、、世世帯帯数数等等をを勘勘案案しし、、各各地地区区
連連合合ごごととにに一一定定数数

22002222年年
１１１１月月

福福祉祉保保健健課課
健健康康づづくくりり係係
995544－－66114466

22002233年年
２２月月

締締切切後後もも
随随時時受受付付

　　各各自自治治会会町町内内会会かからら原原則則１１名名
　　225500世世帯帯以以上上のの自自治治会会町町内内会会ににつついいててはは、、約約225500
世世帯帯にに１１名名をを目目安安ととししまますす。。

22002222年年
１１１１月月

資資源源循循環環局局
旭旭事事務務所所
995533－－44881111

22002233年年
２２月月

　　各各自自治治会会町町内内会会かからら原原則則１１名名

22002222年年
１１１１月月

地地域域振振興興課課
地地域域活活動動係係
995544－－66009955

22002233年年
２２月月

　　活活動動ししてていいるる地地区区連連合合のの各各自自治治会会町町内内会会かからら
原原則則１１名名

毎毎年年１１１１月月

旭旭消消防防署署
総総務務・・予予防防課課

予予防防係係
995511－－00111199

毎毎年年２２月月

・・自自治治会会町町内内会会をを通通じじてて推推薦薦をを受受けけたた方方
・・満満１１５５歳歳以以上上のの区区内内在在住住のの方方でで性性別別はは問問いいまませせ
　　んん。。
・・平平日日以以外外ににもも研研修修をを行行いいまますすののでで、、仕仕事事ををさされれてて
　　いいるる方方ででもも参参加加出出来来まますす。。

随随時時
旭旭区区社社会会福福祉祉

協協議議会会
339922－－11112233

委委嘱嘱日日
４４月月１１日日
1100月月１１日日

≪≪保保護護司司候候補補者者のの要要件件≫≫
　　・・委委嘱嘱日日現現在在6666歳歳以以下下ででああるるこことと
　　・・成成年年被被後後見見人人又又はは被被保保佐佐人人ででなないいこことと
　　・・禁禁錮錮以以上上のの刑刑にに処処せせらられれたたここととががなないい者者
　　・・日日本本国国憲憲法法のの施施行行のの日日以以後後ににおおいいてて、、日日本本国国
      憲憲法法又又ははそそのの下下にに成成立立ししたた政政府府をを暴暴力力でで破破壊壊
      すするるここととをを主主張張すするる政政党党そそのの他他のの団団体体をを結結成成
      しし、、又又ははここれれにに加加入入ししたたももののででなないい者者

　　自自治治会会町町内内会会やや地地区区連連合合かからら委委員員等等のの推推薦薦をを受受けけてて、、
　　各各種種公公益益的的活活動動をを推推進進ししてていいまますす。。
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【【年年間間のの主主なな活活動動】】　　　　※※ここのの他他にに、、各各地地区区ごごととのの活活動動ががあありりまますす。。

時時期期・・頻頻度度

通通年年

毎毎月月１１回回程程度度

随随時時

1100月月

８８～～1122月月
ジジュュニニアアボボラランンテティィアア体体験験事事業業

（（各各地地区区のの小小学学生生がが地地域域のの福福祉祉活活動動にに参参加加すするるここととをを支支援援））

赤赤いい羽羽根根共共同同募募金金

主主なな内内容容

相相談談、、訪訪問問・・見見守守りり活活動動

定定例例会会（（各各地地区区ごごととにに開開催催））

全全員員研研修修、、そそのの他他のの研研修修ももあありりまますす。。

77//11、、1122//11
欠欠員員補補充充、、一一斉斉改改選選（（３３年年にに一一度度実実施施））
（（地地域域のの推推薦薦準準備備会会でで候候補補者者をを選選出出））

○○ 民民生生委委員員・・児児童童委委員員、、主主任任児児童童委委員員((※※１１））はは、、厚厚生生労労働働大大臣臣のの委委嘱嘱
をを受受けけてて、、 そそれれぞぞれれ担担当当すするる区区域域内内でで地地域域福福祉祉増増進進ののたためめ、、幅幅広広いい
活活動動をを行行っってていいまますす。。

○○ 地地域域のの皆皆ささんんのの悩悩みみ事事ををおお伺伺いいししまますす。。※※２２
○○ ひひととりり暮暮ららししのの方方のの見見守守りり活活動動やや子子どどももたたちちへへのの声声かかけけをを行行いいまますす。。
○○ 地地域域ででののボボラランンテティィアア活活動動やや福福祉祉ササーービビススをを進進めめまますす。。

※※１１ 児児童童福福祉祉にに関関すするるここととをを専専門門的的にに担担当当すするる民民生生委委員員・・児児童童委委員員をを
「「主主任任児児童童委委員員」」とと言言いいまますす。。

※※２２ 民民生生委委員員・・児児童童委委員員ににはは、、法法的的なな守守秘秘義義務務ががあありり、、 ごご相相談談内内容容のの
秘秘密密をを守守るるここととににななっってていいまますす。。

何だか大変そう…
一人で活動するの？

各地区（20地区）ごとに協
議会があり、そこに属して活動し
ています。協議会では、月１回程
度会合を開催したり、研修をした
り、みんなで相談ごとの対応方
法を話し合うなど、一人で抱え
込む事がないよう、みんなで取り
組んでいます。

すべて民生委員が
解決するの？

民生委員は、皆さんの悩みごとを解
決するために、行政や関係機関につ
なげていくための「パイプ役」です。

また、様々な福祉サービスを
紹介します。

民生委員・児童委員、
主任児童委員(※１)とは？

子どもから、高齢者まで、
地域のみなさんの
身近な相談相手です！

具体的には、
どのような活動をしているの？

高齢者世帯への声かけや
訪問、ふれあいサロン・
食事会などを紹介しています。
子育てサロンの紹介、
様々な子育ての相談・支援
を行っています。

高齢者世帯への
声掛けや、訪問

高齢者向けの
ふれあいサロンの開催

子育てサロン
の紹介

子育ての
相談・支援

一人で寂しい

食事しても食欲が

無く、不安だな…

地域で実施し
ている食事会
を紹介

地域で小学生の
ジュニアボランティア活動

を進める

認知症などの
相談先や関係機
関でのサービス
等の案内

資資料料編編 民民生生委委員員・・児児童童委委員員、、主主任任児児童童委委員員
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開開催催月月

５月

７月

８月

９月

９月

10月

10月

11月

12月

１月

３月

３月

※一括で社協のボランティア活動保険に入るので、安心して活動できます。
また、ユニフォームや帽子なども支給されます。

旭区民スポーツ祭９月大会

 旭区のスポーツ、横浜のスポーツを支える！

横浜マラソン

ＩＴＵ世界トライアスロンシリーズ横浜大会

審判講習会と救命講習会を隔年ごとに実施

旭区民スポーツ祭８月大会

年年間間ススケケジジュューールル（（予予定定））

旭区スポーツ推進委員大会を隔年で実施

横浜シーサイドトライアスロン

旭ふれあい区民まつり

旭区民スポーツ祭11月大会

旭区クロスカントリー大会

旭ズーラシア駅伝

旭区スポーツ人のつどい

市内で行われる国際大会のコース設営や管理

に携わることで、選手を間近でサ

ポートすることが出来ます！

老若男女を問わず競技に参加する「旭区

民スポーツ祭」を開催しています。

大会の中でスポーツ推進委員は、運営

や救護で活躍しています！

審判講習会を受講することで、区内で行わ

れる大会で審判員として活躍して

います！

講習会を通して、スポーツの知識

を向上させます!

主な活動内容

※全ての方に、全イベントに従事

していただくわけではありません。

各地区でどのイベントに従事する

か、相談していただくことになり

ます。

※このほか、各地区における行事

があります。

資資料料編編スポーツ推進委員
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未来を担う子どもが、ふるさとの旭区で健やかに成長するために！

世界トライアスロンシリーズ
横浜大会でも活躍！

【【区区・・市市等等のの主主なな活活動動実実績績】】
時時期期
６６月月
６６月月
７７月月

７７月月頃頃
1100月月
1111月月
1122月月
２２月月

９９月月、、３３月月
※全ての方に、全イベントへ参加していただく訳ではございません。
※この他、各地区における行事があります。

広広報報紙紙「「ああささひひ青青指指だだよよりり」」のの発発行行（（年年２２回回程程度度））
旭旭区区大大ななわわととびび大大会会（（旭旭ススポポーーツツセセンンタターー））

青青少少年年指指導導員員研研修修会会

主主なな内内容容
旭旭区区ここどどもも写写生生大大会会（（ズズーーララシシアア））

旭旭区区親親子子野野外外自自然然体体験験活活動動（（ここどどもも自自然然公公園園））
旭旭区区学学校校音音楽楽祭祭（（横横浜浜富富士士見見丘丘学学園園中中学学校校・・高高等等学学校校））

社社会会環環境境実実態態調調査査（（カカララオオケケボボッッククスス等等のの調調査査））
全全市市統統一一行行動動ｷｷｬｬﾝﾝﾍﾍﾟ゚ｰーﾝﾝ（（区区民民ままつつりりででのの啓啓発発））

全全市市統統一一行行動動パパトトロローールル活活動動（（夜夜間間パパトトロローールル））

どんな

活動をしているの？

こどもたちが、ふるさと旭区で健

やかに成長するために、地域で

のイベントをはじめ、「旭区こども

写生大会」等のイベントや夜間パ

トロール、カラオケボックス等の

立ち入り調査等を実施してい

ます。

青青少少年年指指導導員員（（通通称称「「青青指指（（せせいいしし））」」））はは、、未未来来をを担担ううここどどももたたちちがが、、ふふるるささとと旭旭区区でで健健ややかかにに成成長長すするるたためめ、、地地域域ぐぐるる

みみでで青青少少年年健健全全育育成成をを図図るる活活動動ををししてておおりり、、横横浜浜市市長長かかららとと同同時時にに、、神神奈奈川川県県知知事事かかららもも委委嘱嘱さされれまますす。。

活活動動内内容容のの一一部部ををごご紹紹介介ししまますす。。11月月にに、、ここどどもも自自然然公公園園・・同同青青少少年年野野外外活活動動セセンンタターーでで行行わわれれるる「「親親子子野野外外自自然然体体

験験活活動動」」でではは、、ウウォォーーククララリリーーとと野野外外炊炊事事をを行行いいまますす。。ウウォォーーククララリリーーはは、、青青少少年年指指導導員員がが考考ええたた様様々々ななククイイズズがが、、園園内内

のの数数かか所所ののポポイインントトににあありり、、親親子子でで協協力力ししななががららククイイズズをを解解きき、、チチェェッッククポポイインントトをを周周りりまますす。。ままたた、、野野外外炊炊事事でではは、、薪薪割割りり

やや火火おおここししをを体体験験しし、、焼焼ききそそばば、、焼焼ききママシシュュママロロななどどをを作作りりまますす。。ここののよよううにに親親子子でで参参加加ししてて体体験験ででききるるイイベベンントトななどどをを企企

画画、、運運営営ししてていいまますす。。

ままたた、、「「旭旭区区大大ななわわととびび大大会会」」はは区区内内19地地区区でで予予選選大大会会をを行行いい、、勝勝ちち抜抜いいたたチチーームムがが地地区区のの代代表表ととししてて優優勝勝をを目目指指しし

てて頑頑張張りりまますす。。過過去去のの大大会会でではは2,086回回跳跳んんだだチチーームムががあありり、、選選手手、、保保護護者者、、そそししてて、、青青少少年年指指導導員員もも大大いいにに盛盛りり上上ががりり

ままししたた。。

ここどどもも達達とと触触れれ合合ううののがが好好ききなな方方、、ぜぜひひ一一緒緒にに活活動動ししまませせんんかか！！よよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。

自分にできるか

不安だな・・・何か、

講習会はありますか？

新任青少年指導員を対象に、その役

割や具体的な活動内容についての

研修があるので、初めての方でも安

心です。また、外部講師をお招きして、

こどもを楽しませるアイスブレイキング

や、コミュニケーションゲームの手法を

体験して学ぶ等、自分のスキル

や知識の向上に繋がります。

活動するにあたって、

ケガをした時のための

保険等はありますか？

ボランティア活動保険に入るので、

安心です。旭区青少年指導員の

ユニフォームや帽子など

も支給されます。

こども自然公園の豊かな自然の

中で、様々な体験や人々との交

流を通じて、思いやり・協調性・自

然を大切にする心を育みます。

（旭区親子野外自然体験活動）

（11月）

よこはま動物園ズーラシアで、動物

と自然とのふれあいや、こどもの創

造性を養うことを目的に、「旭区こど

も写生大会」を企画・運営しています

（６月）。

旭区大なわとび大会では、こどもた

ちのチームプレーを運営側として支

えています！（２月）

青青少少年年指指導導員員

児童・生徒の発表・交流の場、また、

学校と地域の交流の場を目的に、

「旭区学校音楽祭」を実施していま

す（12月）。

資資料料編編 青青少少年年指指導導員員
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◇◇保保健健活活動動推推進進員員ととはは……？？

保健活動推進員は、自治会町内会の推薦により市長が委嘱します。地域の健康づくり活

動の推進役、横浜市の健康施策のパートナー役として、地域で生活習慣病予防などの健康

づくり活動を行います。 

 横浜市の健康づくり施策の指針である「第２期健康横浜 21」の地域における推進役と

して地域の人々の健康を支えるための活動を行うことが期待されています。 

◇◇活活動動内内容容はは……？？

・地区単位や区単位の保健活動推進員会に属し、活動計画に沿って、他の保健活動推進員

と一緒に活動します。

・区役所が主催する育成研修を始め、様々な研修を通じて健康について学びます。

それを、ご自身の健康づくりに活かしていただくとともに、地域の健康づくりのための

活動に出来る範囲で取り組みます。

・健康づくりを行う地域の団体等と共同で実施することや、区役所が主催する健康づくり

事業に参加協力することもあります。 

・市民活動保険にボランティア活動保険を付加し、保健活動推進員の活動を補償します。  

・個人に対する報酬はありませんが、地区研修活動等に対して区から交付金があります。 

・永年にわたって活動いただいた方には、勤続表彰の制度があります。

 

  

          

 

任期は２２年年間間です。 

＜活 動 例＞ 

・健康づくりに関する研修会への参加

・健康チェック、体力測定の実施

・ウォーキング指導、体操教室の開催

・禁煙や健(検)診受診促進の啓発活動 など

「第２期健康横浜 21」は、横浜市民の健康寿命を延ばす

ことを大きな目標としています。 

受動喫煙防止・禁煙キャンペーン(通年)

研修等の受講や活動の実践により、健康に関する知識が増え、ご自身やご家族の健康

づくりができます。 

活動を通じて地域の皆さんが健康になり、いきいきとした活力ある地域になります。 

また、地域での仲間づくりができ、支えあって暮らせる地域につながります。 

ウォーキングフレンズ事業

保健活動推進員 資資料料編編  

 地域の健康づ

くり活動に尽力

され５年以上推

進員の活動を継

続されている方

を表彰します。

永年勤続表彰式（５月） 

健康フェアでの健康チェック(10 月)
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環境事業推進委員は
こんな活動をしています

各各自自治治会会・・町町内内会会区区域域内内ののごごみみ集集積積場場所所ににおおいいてて、、
分分別別排排出出及及びびごごみみ出出ししママナナーーのの普普及及啓啓発発活活動動

家家庭庭内内及及びび地地域域イイベベンントト等等ででのの３３ＲＲ行行動動のの

啓啓発発行行動動のの実実践践・・啓啓発発協協力力

地地域域住住民民へへののごごみみ減減量量・・３３ＲＲ
行行動動をを中中心心ととししたた脱脱温温暖暖化化のの
取取組組・・地地域域美美化化等等にに関関すするるここ
ととのの情情報報提提供供

各各自自治治会会・・町町内内会会ででのの地地域域一一斉斉
清清掃掃等等をを継継続続的的にに実実施施すするるななどど
のの取取組組をを行行うう

区区役役所所、、自自治治会会・・町町内内会会とと連連携携ししてて、、不不法法投投棄棄
ややポポイイ捨捨てて防防止止等等、、街街のの美美化化ににかかかかわわるる取取組組
をを行行うう 地地域域ででのの３３ＲＲ行行動動やや美美化化活活動動等等にに関関すするる相相

談談ががああっったた場場合合ににはは、、資資源源循循環環局局事事務務所所やや
区区役役所所ととのの連連携携

推推進進委委員員のの

主主なな活活動動

区区単単位位ままたたはは地地区区連連合合単単位位ででのの取取組組

（（１１））環環境境事事業業推推進進委委員員連連絡絡協協議議会会のの活活動動

（（２２））街街頭頭ククリリーーンンキキャャンンペペーーンン（（ポポイイ捨捨てて防防止止キキャャンンペペーーンン））等等へへのの参参加加・・協協力力

（（３３））研研修修会会へへのの参参加加

（（４４））他他のの地地域域団団体体ととのの交交流流にによよるる協協力力体体制制づづくくりり

集集積積場場所所パパトトロローールルのの様様子子

環環境境事事業業推推進進委委員員のの身身分分及及びび補補償償ににつついいてて

1.身身分分ににつついいてて

横横浜浜市市廃廃棄棄物物等等のの減減量量化化、、資資源源化化及及びび適適正正処処理理等等にに

関関すするる条条例例及及びび同同規規則則にに基基づづきき市市長長がが委委嘱嘱すするる、、

「「一一般般廃廃棄棄物物のの減減量量化化及及びび再再生生利利用用をを促促進進すするるボボラランン

テティィアアととししてて地地域域でで活活動動ししてていいたただだくくリリーーダダーー」」でですす。。

2.活活動動補補償償ににつついいてて

環環境境事事業業推推進進委委員員のの身身分分ははボボラランンテティィアアででああるるここととかか

らら、、活活動動中中のの補補償償ににつつききままししててはは、、市市民民活活動動保保険険等等にによよ

りり補補償償をを行行ううここととととししまますす。。

資資料料編編 環環境境事事業業推推進進委委員員
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 安全で快適な消費生活を推進する地域のリーダー

開催月 イベント名（活動を除く）
4月 委嘱式

５月
研修会（横浜開港記念館）
地区担当者会議

6月

7月
旭区消費者大学
地区担当者会議

８月
９月
10月 区民まつり（啓発物品配布）

11月
旭区消費者大学
地区担当者会議

12月
１月
２月
３月 地区担当者会議

【主なイベント】※予定です
活動

消費生活推進員は

どんな活動をしているの？

地域の方々向けに、悪徳商法防止

のための講習会を開いたり、

広報誌を作成したり

「賢い消費者」を育てる

活動をしています！

消費生活推進員は、横浜市長の委嘱を受け消費者の主体的活動を促進し安全で快適な消費生活の推進

を図るための活動をしています。

消費活動は、人が生きていく上で欠かせないものですが、高齢者を狙った悪徳商法や、高額の契約など被害

も多く発生しております。国としても平成２１年に消費者庁を創設し、消費者問題に取り組んでいますが、横浜

市消費生活推進員は、自ら消費の知識をつけて自分が「賢い消費者」となり、その知識を地域で広めて頂くこ

とで「賢い消費者」の輪を広げていく市民活動の担い手です。

具体的には、地区ごとに「悪徳商法」の知識をつける啓発活動などを行っていただいております。

お買いものが好きな方、悪徳業者にだまされたくない方、環境問題に関心のある方に特に向いた活動です。

よろしくお願いいたします。

自分にできるか不安だな・・・

何か、講習会はあるのかな？

５月に研修会（日帰り）を実施する

ほか、「横浜市消費生活総合

センター」に講師の派遣を

依頼することも

できます。

一人で活動するの？

誰かと一緒に活動するの？

地区ごとにみなさんで活動して

いただいています。

活動内容は地区のみなさんで

相談して決めています。

年２回以上の活動

（啓発講座など）

地域の人を集めて悪徳商法

防止のための講演や紙芝居

をして、知識を広めよう！

消費や環境に関する広報誌

を作って、みんなにお知らせし

て、「賢い消費者」に！

施設見学会を実施して、自

分の知識を高めよう！

資資料料編編消消費費生生活活推推進進員員
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【家庭防災員とは】 
  家家庭庭防防災災員員研研修修制制度度ととはは、、自自助助かからら始始ままりり地地域域防防災災のの担担いい手手ににももつつななががるる研研修修制制度度とと

ししてて、、一一人人ででもも多多くくのの市市民民がが本本研研修修をを受受講講しし、、防防火火・・防防災災にに関関ししてて、、必必要要なな知知識識及及びび技技術術

をを身身にに付付けけるるここととをを目目的的ととししてていいまますす。。  

【研修内容】 

防防 火火 研研 修修  

地地 震震 ・・ 風風 水水 害害 研研 修修  
（（３３時時間間））  

・・住住宅宅防防火火対対策策

・・地地震震風風水水害害のの知知識識やや対対応応方方法法  ななどど

救救 急急 研研 修修  
（（３３時時間間））  

・・救救命命処処置置要要領領（（AAEEDD をを含含めめたた心心肺肺蘇蘇生生法法））  ななどど

災災 害害 図図 上上 訓訓 練練  

（（ DD II GG ）） 研研 修修  
（（２２時時間間））  

・・災災害害図図上上訓訓練練（（ＤＤＩＩＧＧ・・デディィググ））
参参加加者者がが地地図図にに様様々々なな情情報報をを書書きき込込みみ、、防防災災対対策策をを検検討討すす

るる訓訓練練でですす。。

家家 庭庭 防防 災災 員員  

スス キキ ルル アア ッッ ププ 研研 修修
（（選選択択制制））

・・各各区区のの実実情情・・家家庭庭防防災災員員のの要要望望にに応応じじたたカカリリキキュュララムム

（（例例））防防災災講講演演会会  ななどど

※※研研修修はは年年３３回回行行いいまますす。。

～～研研修修のの実実施施状状況況～～  

防火研修 救急研修 災害図上訓練（DIG）研修 

家庭防災員資資料料編編  
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～～「「ああささひひくくんん」」でで  

  地地域域ののイイベベンントトをを盛盛りり上上げげまませせんんかか？？～～  

旭旭区区役役所所ででははママススココッットトキキャャララククタターー「「ああささひひくくんん」」のの着着ぐぐるるみみのの貸貸出出ししをを行行っってていいまますす。。  

ごご利利用用いいたただだいいたた方方かかららはは、、「「ああささひひくくんん」」がが参参加加すするるここととででイイベベンントトがが盛盛りり上上ががっったたとと大大好好評評！！  

地地域域ののイイベベンントトにに「「ああささひひくくんん」」をを登登場場ささせせてて行行事事をを盛盛りり上上げげまませせんんかか？？  

１ 旭区マスコットキャラクター「あさひくん」について 

旭区制４０周年を記念して、マスコットキャラクターのデザインと愛称を募集し、誕生しました。 

２ サイズについて 

 着ぐるみは大と小の２種類あります。 

（１）大（高さ約２メートル（着用時）、幅約１．５メートル） 

・注意点：室内で利用するときは出入りする扉の大きさに御注意ください。

（２）小（高さ約１．８メートル（着用時）、幅約１．１メートル）  

・注意点：着用は身長 170cm くらいまでの人が望ましいです。 ※写真は着ぐるみ「小」です。

身長が高い場合、着ぐるみのブーツから着用者の素足が出てしまう恐れがあります。 

※なお、大と小の両方を同時に登場させることはできません。

３ 費用について 

・貸出しに費用はかかりません。ただし、運搬については、使用者にてお願いします。

・ワゴン車等の大きい車でないと運搬できない可能性があります。

４ 貸出方法について 

（１）旭区のＨＰから「着ぐるみ貸出申請書」をダウンロード 

https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/shokai/mascot/asahikun2.html 

（２）ご提出は地域振興課へ。e メール、FAX、持参、郵送いずれの方法でも構いません。 

（３）旭区から貸出承認書が届きます。 

（４）貸出日に地域振興課へ受け取りに来てください。  

※注意事項

・申請書は使用される３か月前から１週間前までにご提出ください。

・貸出しは申請書の先着順で行うほか、行政利用のためご希望の日程で貸出しできない場合もありま

すので、事前に電話にて空き状況を御確認ください。 

・閉庁日は貸出しや返却の対応をしていません。

・貸出期間は最長 7 日間です。
旭区地域振興課生涯学習支援係

〒241-0022 旭区鶴ケ峰 1-4-12 
TEL：045-954-6095 FAX：045-955-3341 
E メール：as-asahikun@city.yokohama.jp 

※QR コードからも

アクセスできます。
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団団体体名名 活活動動概概要要

旭旭区区交交通通安安全全
シシルルババーーリリーーダダーー

連連絡絡協協議議会会

　　  旭旭区区老老人人ククララブブ連連合合会会かかららのの推推薦薦をを受受けけ、、支支部部ごごととにに選選ばばれれたた代代表表者者でで組組織織さされれ
てていいまますす。。交交通通安安全全思思想想のの研研修修をを受受けけ、、ククララブブ内内ににおおけけるる交交通通安安全全教教育育のの啓啓発発・・普普
及及活活動動のの他他、、各各季季交交通通安安全全運運動動ににもも参参加加しし、、区区内内全全域域でで高高齢齢者者をを中中心心ととししたた交交通通安安
全全活活動動をを行行っってていいまますす。。

旭旭区区ススポポーーツツ協協会会
　　  区区民民ののススポポーーツツのの普普及及・・振振興興をを推推進進すするるととととももにに、、会会員員相相互互のの親親睦睦をを図図るるたためめ、、会会
のの趣趣旨旨にに賛賛同同すするる区区内内のの１１３３のの各各種種ススポポーーツツ団団体体でで組組織織しし、、競競技技大大会会やや教教室室をを開開催催
ししてていいまますす。。

旭旭交交通通安安全全協協会会

　　  区区内内のの交交通通事事故故のの防防止止やや交交通通安安全全教教育育のの推推進進をを目目的的にに組組織織さされれてていいまますす。。
小小学学校校、、校校外外委委員員、、旭旭交交通通安安全全母母のの会会のの協協力力をを受受けけ、、「「ははままっっここ交交通通安安全全教教室室」」のの
実実施施やや、、交交通通安安全全キキャャンンペペーーンン、、新新入入学学児児童童へへのの交交通通安安全全教教本本のの配配布布ななどど、、幅幅広広
いい機機会会ををととららええてて交交通通安安全全活活動動をを行行っってていいまますす。。

旭旭防防犯犯協協会会

　　  自自治治会会町町内内会会がが参参加加ししてて組組織織ししてておおりり、、区区民民がが安安全全でで安安心心ししてて生生活活ががででききるるよようう
にに、、防防犯犯思思想想のの高高揚揚・・防防犯犯活活動動のの推推進進ののたためめ、、防防犯犯キキャャンンペペーーンンやや防防犯犯パパトトロローールル
をを行行ううほほかか、、防防犯犯にに関関すするる諸諸事事業業をを行行っってていいまますす。。
　　  ななおお、、自自治治会会町町内内会会ににはは神神奈奈川川県県防防犯犯協協会会連連合合会会がが年年２２回回発発行行ししてていいるる「「防防犯犯かか
ななががわわ」」のの配配布布（（班班回回覧覧））ををおお願願いいししてていいまますす。。

旭旭消消防防団団

　　  消消防防団団ととはは、、普普段段はは本本業業のの仕仕事事等等をを持持つつ消消防防団団員員がが、、火火災災発発生生時時のの消消火火活活動動、、
地地震震やや風風水水害害とといいっったた大大規規模模災災害害発発生生時時ににおおけけるる救救助助・・救救出出活活動動、、警警戒戒巡巡視視、、避避難難
誘誘導導、、災災害害防防ぎぎょょ活活動動ななどどをを行行うう消消防防機機関関のの一一つつでですす。。
　　  平平常常時時ににはは、、訓訓練練、、応応急急手手当当のの普普及及指指導導、、住住宅宅へへのの防防火火指指導導、、特特別別警警戒戒、、広広報報
活活動動ななどど、、地地域域防防災災力力のの向向上上にに重重要要なな役役割割をを担担っってていいまますす。。

食食生生活活等等改改善善推推進進員員会会
（（旭旭区区ヘヘルルススメメイイトト））

　　  旭旭区区福福祉祉保保健健課課健健康康づづくくりり係係でで実実施施すするる食食生生活活等等改改善善推推進進員員養養成成講講座座のの修修了了者者
（（全全９９回回中中８８回回以以上上のの出出席席者者））ののううちち入入会会をを希希望望すするる方方々々でで構構成成さされれてていいまますす。。
「「私私たたちちのの健健康康はは私私たたちちのの手手でで」」をを合合言言葉葉にに、、地地域域でで乳乳幼幼児児かからら高高齢齢者者ままでで幅幅広広いい
世世代代のの人人をを対対象象にに健健康康づづくくりりをを推推進進すするる活活動動ををししてていいまますす。。（（おおややここのの食食育育講講座座、、低低
栄栄養養のの予予防防にに関関すするる食食生生活活講講座座ななどど））

旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会

　　  社社会会福福祉祉法法第第１１００９９条条でで「「地地域域福福祉祉のの推推進進をを図図るるここととをを目目的的ととすするる団団体体」」とと位位置置付付
けけらられれたた社社会会福福祉祉法法人人でですす。。区区民民のの皆皆様様かかららいいたただだいいたた賛賛助助会会費費等等をを財財源源ととししてて、、
区区内内ににおおけけるる様様々々なな地地域域福福祉祉事事業業をを展展開開ししてていいまますす。。賛賛助助会会費費はは、、地地区区社社会会福福祉祉
協協議議会会をを通通じじてて、、納納付付ををおお願願いいししてていいまますす。。

神神奈奈川川県県共共同同募募金金会会
旭旭区区支支会会

　　  共共同同募募金金運運動動はは、、民民間間のの社社会会福福祉祉活活動動をを支支援援すするる総総合合的的なな募募金金活活動動でで、、神神奈奈川川
県県共共同同募募金金会会旭旭区区支支会会がが取取りりままととめめをを行行っってていいまますす。。
　　  皆皆様様かからら寄寄せせらられれままししたた「「赤赤いい羽羽根根共共同同募募金金」」はは、、民民間間社社会会福福祉祉施施設設・・団団体体等等にに
配配分分さされれたたりり、、区区社社会会福福祉祉協協議議会会をを通通じじてて広広くく社社会会福福祉祉活活動動ののたためめにに活活用用さされれてていい
まますす。。「「年年末末たたすすけけああいい募募金金」」はは、、区区社社会会福福祉祉協協議議会会をを通通じじてて福福祉祉団団体体・・ググルルーーププ等等
にに配配分分さされれてていいまますす。。

日日本本赤赤十十字字社社
旭旭区区地地区区委委員員会会

　　  赤赤十十字字活活動動はは、、「「会会費費」」とと呼呼ばばれれるる皆皆様様かかららのの募募金金・・寄寄付付にによよっってて成成りり立立っってておおりり、、
毎毎年年５５月月にに赤赤十十字字社社員員増増強強運運動動をを展展開開しし、、「「会会費費」」をを募募っってていいまますす。。
　　  旭旭区区地地区区委委員員会会でではは、、「「会会費費」」のの募募集集をを行行ううととととももにに、、献献血血運運動動へへのの協協力力、、火火災災・・
風風水水害害にによよるる被被災災者者へへのの見見舞舞金金のの交交付付ななどどをを行行っってていいまますす。。

旭旭区区更更生生保保護護協協会会

　　  犯犯罪罪のの予予防防やや更更生生保保護護事事業業のの充充実実発発展展をを図図るるここととをを目目的的にに、、区区民民のの皆皆様様にに会会員員
ににななっってていいたただだきき、、側側面面かからら支支援援ししてていいたただだいいてておおりりまますす。。犯犯罪罪者者のの更更生生ににはは保保護護
司司のの方方々々がが直直接接ああたたっってていいまますすがが、、ここのの旭旭保保護護司司会会ををははじじめめ、、更更生生保保護護女女性性会会ななどど
へへのの助助成成やや「「社社会会をを明明るるくくすするる運運動動」」をを実実施施ししてていいまますす。。

５ 主な地域活動団体
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事事務務局局 連連絡絡先先 摘摘　　要要

地地域域振振興興課課地地域域活活動動係係内内
電電話話：：９９５５４４－－６６００９９１１

ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５５５－－３３３３４４１１

研研修修会会：：４４月月及及びび１１１１月月頃頃
代代表表者者会会議議：：６６月月、、９９月月、、１１１１月月、、３３月月頃頃

旭旭ススポポーーツツセセンンタターー内内
電電話話：：３３７７００－－６６４４１１５５
ＦＦＡＡＸＸ：：３３７７００－－６６４４１１６６

旭旭交交通通安安全全協協会会
電電話話：：３３６６３３－－００００３３１１

ＦＦＡＡＸＸ：：３３６６２２－－１１９９６６５５
交交通通安安全全キキャャンンペペーーンン：：４４月月、、７７月月、、９９月月、、１１２２月月

旭旭警警察察署署生生活活安安全全課課内内 電電話話：：３３６６１１－－００１１１１００
会会費費：：１１世世帯帯ああたたりり３３００円円
※※毎毎年年６６～～７７月月頃頃にに納納入入ををおお願願いいししまますす。。

旭旭消消防防署署総総務務・・予予防防課課
消消防防団団係係

電電話話：：９９５５１１－－００１１１１９９

ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５１１－－００１１１１９９

『『旭旭消消防防団団でではは、、今今、、ああななたたのの力力がが必必要要でですす。。』』

随随時時消消防防団団員員をを募募集集ししてていいまますす。。
※※詳詳ししくくははおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

福福祉祉保保健健課課健健康康づづくくりり係係
電電話話：：９９５５４４－－６６１１４４８８

ＦＦＡＡＸＸ：：９９５５３３－－７７７７１１３３

毎毎年年食食生生活活等等改改善善推推進進員員養養成成講講座座をを実実施施ししてていい
まますす。。４４月月以以降降のの広広報報でで募募集集すするる予予定定でですす。。

旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会
電電話話：：３３９９２２－－１１１１２２３３

ＦＦＡＡＸＸ：：３３９９２２－－００２２２２２２

賛賛助助会会費費：：地地区区世世帯帯数数××定定額額
※※一一定定額額以以上上のの賛賛助助会会費費はは、、地地区区社社会会福福祉祉協協議議
会会のの活活動動費費ととししてて活活用用さされれまますす。。

旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会内内
電電話話：：３３９９２２－－１１１１２２３３

ＦＦＡＡＸＸ：：３３９９２２－－００２２２２２２

共共同同募募金金（（戸戸別別募募金金））ののごご依依頼頼
依依頼頼時時期期：：毎毎年年９９月月
実実施施時時期期１１００月月～～１１２２月月

旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会内内
電電話話：：３３９９２２－－１１１１２２３３

ＦＦＡＡＸＸ：：３３９９２２－－００２２２２２２

会会費費のの依依頼頼時時期期：：毎毎年年４４月月
実実施施時時期期：：５５月月～～７７月月

旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会内内
電電話話：：３３９９２２－－１１１１２２３３

ＦＦＡＡＸＸ：：３３９９２２－－００２２２２２２

会会費費：：１１世世帯帯ああたたりり１１００円円
実実施施時時期期：：５５月月～～７７月月（（上上段段会会費費とと同同時時））

　区内には様々な公益的活動を行っている団体があり、自治会町内会からの
　協力を得て各種活動を推進しています。
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～ 自治会への加入を呼びかけて元気なまちをみんなでつくろう～

少少子子高高齢齢化化やや東東日日本本大大震震災災ななどどでで、、住住民民同同士士がが日日頃頃かからら顔顔のの見見ええるる関関係係ををつつくくりり、、いいざざとといいううととききにに助助けけ合合ええるるまま
ちちづづくくりりがが、、改改めめてて重重要要視視さされれてていいまますす。。
ししかかしし、、価価値値観観のの多多様様化化・・ラライイフフススタタイイルルのの変変化化にによよりり、、自自治治会会・・町町内内会会活活動動にに関関心心ががななくく、、加加入入ししなないい人人もも増増ええてて

いいまますす。。
加加入入のの必必要要性性をを伝伝ええるるこことと、、加加入入ののメメリリッットトをを理理解解ししててももららううここととににつついいてて、、何何ららかかののヒヒンントトににななるるよよううなな事事例例をを紹紹介介

ししまますす。。参参考考ににししてていいたただだきき、、みみんんななでで支支ええ合合うう、、元元気気ななままちちづづくくりりへへのの取取組組にに役役立立てててていいたただだけけれればばとと願願っってていいまますす。。

①① ママンンシショョンンにに加加入入促促進進にに行行っったたととこころろ、、住住民民のの方方かからら、、 「「学学生生（（単単身身））ののたためめ、、長長くくはは住住ままなないい。。

加加入入すするるとと、、どどんんななメメリリッットトががああるるのの？？」」とと聞聞かかれれままししたた。。どどうう答答ええたたららいいいいででししょょううかか？？

自自治治会会町町内内会会活活動動はは、、気気づづかかなないいととこころろでで皆皆ささんんのの生生活活にに役役立立つつ活活動動ををししてていいまますす。。
災災害害時時ななどど、、いいざざとといいうう時時ににごご近近所所がが助助けけ合合ええるるよようう協協力力体体制制をを作作りりまますす。。自自治治会会町町内内会会でで防防犯犯灯灯
をを設設置置しし、、夜夜道道のの安安全全をを確確保保ししまますす。。ままたた、、ごごみみ集集積積場場所所のの管管理理やや清清掃掃活活動動、、市市役役所所ととのの連連携携、、市市
のの広広報報紙紙やや公公的的団団体体かかららのの情情報報をを掲掲示示板板やや回回覧覧板板ででおお知知ららせせししてていいまますす。。
短短期期間間でですすがが、、ごご縁縁ででせせっっかかくくここのの地地域域ににおお住住ままいいににななるるののでですすかからら、、ぜぜひひ顔顔見見知知りりををつつくくるるたためめ
ににもも、、自自治治会会・・町町内内会会へへのの加加入入ををおお勧勧めめししまますす。。

回回答答例例

事事例例紹紹介介

(旭旭区区内内)

最最初初はは、、楽楽ししいい話話題題かからら話話しし始始めめてて、、親親ししみみやや興興味味をを持持っっててももららううここととをを大大切切ににししてていいまますす。。
例例ええばば、、家家族族構構成成にに合合わわせせてて、、参参加加ででききるる地地域域ののイイベベンントトののチチララシシをを持持参参ししてて、、楽楽ししささををPPRRししてていいまま
すす。。ままたた、、イイベベンントト終終了了後後もも当当日日のの楽楽ししささがが伝伝わわるるよよううなな写写真真をを使使っったたりり、、地地域域のの取取組組をを紹紹介介すするるよよ
ううなな広広報報紙紙をを作作成成しし、、未未加加入入世世帯帯ににもも配配布布ししてていいまますす。。地地道道なな取取組組でですすがが、、ままずずはは活活動動をを知知っっててもも
ららううこことともも大大切切でですす。。

役役員員ででははななくく、、夏夏祭祭りりをを企企画画・・運運営営ししたたいい人人たたちちがが集集ままっってて活活動動すするる実実行行委委員員会会形形式式ににししてて、、取取りり組組
みみままししたた。。最最初初はは、、二二世世帯帯でで暮暮ららししてていいるる役役員員のの子子どどもも世世代代にに、、「「夏夏祭祭りりだだけけででいいいいかかららややっっててももららええ
なないいかか？？」」とと声声ををかかけけ、、徐徐々々にに、、若若いい世世代代のの親親たたちちがが子子どどももののたためめににとと集集ままっっててくくれれるるよよううににななりりまましし
たた。。
会会合合はは、、平平日日のの夜夜間間やや休休日日ななどどののみみんんなながが集集ままりりややすすいい時時にに開開催催しし、、中中ににはは子子どどもも連連れれのの夫夫婦婦でで
参参加加すするる人人ももいいてて賑賑ややかかでですす。。ここのの取取組組ががききっっかかけけでで夏夏祭祭りりはは継継続続でできき、、地地域域内内ででのの交交流流のの輪輪がが広広
ががりりままししたた。。

事事例例紹紹介介

(旭旭区区内内)

③③ 役役員員のの担担いい手手がが不不足足ししてていいてて、、夏夏祭祭りりななどどのの行行事事ををすするるののもも難難ししくくななっってていいまますす。。
子子どどもも達達もも毎毎年年楽楽ししみみににししてていいるるののでで、、何何ととかか続続けけたたいいののでですすがが、、どどううししたたららいいいいででししょょうう？？

役役員員ににななららななくくててもも、、ままずずはは、、休休日日のの空空いいてていいるる時時間間だだけけ、、行行事事ののおお手手伝伝いいををししてていいたただだくくだだけけででもも構構
いいまませせんん。。皆皆ささんんでで少少ししずずつつ協協力力ししああええるるとと嬉嬉ししいいでですす。。

回回答答例例1

役役員員ととししてて参参加加ででききななくくててもも、、会会費費をを納納入入ししてていいたただだきき、、自自治治会会・・町町内内会会のの運運営営にに関関心心をを持持っってていいたただだ
くくここととはは大大変変助助かかりりまますす。。

回回答答例例2

②②加加入入ののおお願願いいにに行行っったたらら、、「「単単身身でで帰帰りりもも遅遅くく、、留留守守ににししががちちななののでで、、役役員員ににははななれれまませせんん・・・・・・」」とと
言言わわれれままししたた。。ここんんなな時時、、どどんんななふふううにに答答ええたたららいいいいでですすかか？？

事事例例紹紹介介

(旭旭区区内内)

私私たたちちのの自自治治会会でではは、、５５月月末末にに、、新新ししいい役役員員同同士士のの親親睦睦をを深深めめるるたためめにに、、ｲｲﾍﾍﾞ゙ﾝﾝﾄﾄ((BBBBQQ大大会会))ををししてていい
まますす。。役役員員ににななりりたたててのの人人もも、、イイベベンントトをを通通じじてて顔顔見見知知りりににななりり、、１１年年間間のの活活動動中中ににももおお互互いい相相談談ににのの
るるここととががででききまますす。。役役職職ににかかかかわわららずず相相談談ししああええるる仲仲間間のの存存在在はは大大ききくく、、励励みみににななっってていいまますす。。

事事例例紹紹介介
(他他都都市市)

④④ 役役員員ををややっっててももららええなないいかか？？とと頼頼むむとと、、「「近近所所のの人人のの顔顔ももああままりり分分かかららなないい自自分分ににででききるるかかどどううかか
不不安安だだ」」、、「「負負担担がが大大ききいいののでではは？？」」とと言言わわれれててししままいいまますす。。ここんんなな時時、、どどううししたたららいいいいででししょょううかか？？

私私たたちちのの自自治治会会でではは、、役役員員のの任任期期はは、、1144かか月月ととししてていいまますす。。ここれれにによよりり、、２２かか月月間間のの引引継継ぎぎ期期間間がが

でできき、、無無理理ななくく負負担担をを減減ららすすここととががででききまますす。。経経験験者者がが新新ししいい人人ををフフォォロローーすするるののもも大大切切でですす。。

６ 元気なまちをみんなで
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　　　　　　加加入入促促進進ののああいいささつつ状状（（例例））
※※旭旭区区役役所所ののHHPPでで書書式式ののダダウウンンロローードドががででききまますす。。

年 月 日

新規転入された皆さんへ

○○自治会・町内会

会長 ○○ ○○

ごあいさつ

突然のご連絡となり申し訳ありません。

私たちは、○○自治会町内会と申します。

○○自治会町内会は、○○町を中心に、約○割（○○世帯）に加入いただいています。

私たちは、ごみ集積場所の管理や資源回収を通じて、きれいなまちづくりを進めたり、

防犯灯の設置や、まちの防犯パトロール、こどもたちの見守りを通じて、安心して暮ら

せるまちの取組みを進めています。

近年、数多く発生した大災害では、隣近所での助け合いの大切さが再認識され、

“いざというときは、遠くの親戚よりも、ご近所の顔見知り”という事が言われるようになり

ました。

○○自治会町内会でも、お互い助け合える関係を作るために、地域での防災訓練や

回覧板や掲示板などを活用した情報共有、各種イベントの開催などの活動に取り組んで

います。

この他、当自治会では、区役所や警察、消防、学校、土木事務所や商店街などいろ

いろなところと連携して、地域活動に取り組んでいます。

ぜひ、この機会に、私ども○○自治会町内会にご加入いただきたく本日はお知らせ

するものです。

なお、自治会・町内会費（年○○○円）は、加入いただいた翌年(・翌月)から、班長さ

んを通じていただくことになっていますので、よろしくお願いいたします。

【お知らせの内容】

★あなたの所属する班は、 ○○自治会町内会の 班です。

★班長さんは、現在、 さん（電話： ）です。

自治会・町内会への加入をお考えの方や関心のある方は、ぜひご連絡ください。

また、ご不明な点やお困りごとがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

会長 ○○ ○○ （住所：○○町○―○）（電話：○○○―○○○○）

事務局 ○○ ○○ （住所：○○町○―○）（電話：○○○―○○○○）

旭区 加入促進のあいさつ状 検索で

・ これは（例）です。

・ 必要に応じて修正してください。
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○○加加入入案案内内リリーーフフレレッットトににつついいてて  

旭区では、旭区に転入した方に対し、転入届の窓口で自治会への加入案内リーフレットを配付していま

す。このリーフレットでは、大災害時などのいざという時に頼りになるのは自治会町内会であるということ

などをアピールする内容となっており、裏面には自治会町内会の区域図を記載し、入会取次依頼書を挟

み込んでいます。各自治会で加入勧奨のために戸別訪問する際などにもご活用いただけますので、ご希

望の場合は区役所地域振興課まで御連絡下さい。 

また、このリーフレットや加入啓発グッズには２次元コードを印刷しており、スマートフォン等で読み込む

ことで、すぐにメールで区役所に加入意思を伝えられるようにしてあります。その場合、区役所から該当の

自治会町内会長に加入希望者の連絡先をお伝えし、御対応いただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○○ホホーームムペペーージジのの案案内内ににつついいてて 

横浜市のホームページでは、「自治会町内会への加入促進」のページを用意しております。 

 自治会町内会の「役員のなり手が少ない」、「会員の高齢化」などの課題に対して、工夫して取り組んで

いる自治会町内会の事例を紹介している「ハマの元気印」や集合住宅加入者向けの「加入促進チラシ」な

どを掲載しておりますので、ぜひご活用ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ホホーームムペペーージジのの場場所所    

横横浜浜市市トトッッププペペーージジ>>  暮暮ららしし・・総総合合>>市市民民協協働働・・学学びび>>  市市民民とと行行政政のの協協働働>>  自自治治会会町町内内会会>>  自自治治会会町町内内会会へへのの加加入入促促進進  

加入案内リーフレット 

（あさひくんマスコット） （コルクコースター） 

ハマの元気印 VOL.1 

 

ハマの元気印 ダイジェスト版 

 

加入促進チラシ集合住宅加入者向け 

 

加入啓発グッズ 
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○○加加入入案案内内リリーーフフレレッットトににつついいてて  

旭区では、旭区に転入した方に対し、転入届の窓口で自治会への加入案内リーフレットを配付していま

す。このリーフレットでは、大災害時などのいざという時に頼りになるのは自治会町内会であるということ

などをアピールする内容となっており、裏面には自治会町内会の区域図を記載し、入会取次依頼書を挟

み込んでいます。各自治会で加入勧奨のために戸別訪問する際などにもご活用いただけますので、ご希

望の場合は区役所地域振興課まで御連絡下さい。 

また、このリーフレットや加入啓発グッズには２次元コードを印刷しており、スマートフォン等で読み込む

ことで、すぐにメールで区役所に加入意思を伝えられるようにしてあります。その場合、区役所から該当の

自治会町内会長に加入希望者の連絡先をお伝えし、御対応いただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○○ホホーームムペペーージジのの案案内内ににつついいてて 

横浜市のホームページでは、「自治会町内会への加入促進」のページを用意しております。 

 自治会町内会の「役員のなり手が少ない」、「会員の高齢化」などの課題に対して、工夫して取り組んで

いる自治会町内会の事例を紹介している「ハマの元気印」や集合住宅加入者向けの「加入促進チラシ」な

どを掲載しておりますので、ぜひご活用ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ホホーームムペペーージジのの場場所所    

横横浜浜市市トトッッププペペーージジ>>  暮暮ららしし・・総総合合>>市市民民協協働働・・学学びび>>  市市民民とと行行政政のの協協働働>>  自自治治会会町町内内会会>>  自自治治会会町町内内会会へへのの加加入入促促進進  

加入案内リーフレット 

（あさひくんマスコット） （コルクコースター） 

ハマの元気印 VOL.1 

 

ハマの元気印 ダイジェスト版 

 

加入促進チラシ集合住宅加入者向け 

 

加入啓発グッズ 

  メ  モ ♪   
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１１ 横横浜浜市市市市民民活活動動保保険険ととはは

横横浜浜市市市市民民活活動動保保険険はは、、市市民民がが安安心心ししててボボラランンテティィアア活活動動にに参参加加ででききるるよようう、、

ボボラランンテティィアア活活動動中中ののケケガガやや事事故故をを対対象象ととししたた保保険険制制度度でですす。。
原原則則、、自自治治会会・・町町内内会会がが行行っってていいるる活活動動もも保保険険のの対対象象ととななりりまますす。

２２ 特特徴徴
①① 保保険険料料はは不不要要

横横浜浜市市がが保保険険料料をを負負担担ししてていいるるたためめ、、ボボラランンテティィアア活活動動者者のの負負担担ははあありりまませせんん。

②② 事事前前のの加加入入手手続続ききはは不不要要
事事故故発発生生後後にに手手続続ききををししてていいたただだききまますす。。
横横浜浜市市とと保保険険会会社社がが審審査査をを行行いい、、保保険険のの対対象象とと認認めめらられれたた場場合合にに保保険険金金がが支支払払

わわれれまますす。。

３３ 注注意意事事項項
①① 全全ててのの活活動動がが保保険険のの対対象象ととななるるわわけけででははあありりまませせんん。。

【【対対象象ととななららなないい活活動動（（者者））のの例例】】

・・ 親親睦睦目目的的ののレレククリリエエーーシショョンン等等のの活活動動

・・ 互互助助的的なな活活動動（（PPTTAA活活動動、、団団地地のの敷敷地地内内のの清清掃掃、、共共有有財財産産のの管管理理等等））

・・ 政政治治、、宗宗教教、、営営利利にに関関わわるる活活動動

・・ 行行事事やや催催しし物物へへのの参参加加者者（（競競技技へへのの出出場場者者、、防防災災訓訓練練へへのの参参加加者者等等））

②② 全全ててのの申申請請がが認認めめらられれるるわわけけででははあありりまませせんん。。
※※「「そそのの他他のの保保険険制制度度ににつついいてて」」（（2277ペペーージジ））もも参参考考ににししままししょょうう。

【【事事故故がが発発生生ししたた際際のの手手続続ききのの流流れれ】】

１ 横浜市市民活動保険のご案内

横横
浜浜
市市
のの
審審
査査

保保
険険
会会
社社
のの
審審
査査

保保
険険
会会
社社
のの
審審
査査

保保
険険
金金
のの
受受
領領

保保
険険
金金
のの
受受
領領

詳詳ししくくはは、、毎毎年年４４月月にに各各自自治治会会・・町町内内会会へへ配配布布ししてていいるる
「「横横浜浜市市市市民民活活動動保保険険ののごご案案内内」」ををごご覧覧下下ささいい。。

【【おお問問いい合合わわせせ・・連連絡絡先先】】 旭旭区区役役所所総総務務課課庶庶務務係係 TTEELL：：９９５５４４－－６６００００６６

７ 活動中のケガや事故について

区区
役役
所所
へへ
のの
連連
絡絡

区区
役役
所所
へへ
書書
類類
のの
提提
出出

区区
役役
所所
へへ
書書
類類
のの
提提
出出
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保保険険名名称称 問問合合せせ先先 対対象象活活動動・・対対象象者者 保保険険料料

ボボラランンテティィアア活活動動保保険険
社社会会福福祉祉法法人人
全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会
（（旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会））

日日本本国国内内ににおおけけるる、、自自発発
的的なな意意思思にによよりり他他人人やや
社社会会にに貢貢献献すするる無無償償のの
ボボラランンテティィアア活活動動

基基本本ププラランン　　335500円円／／年年
天天災災・・地地震震補補償償ププラランン　　550000円円／／年年
【【新新設設】】特特定定感感染染症症重重点点ププラランン
555500円円／／年年

ボボラランンテティィアア行行事事用用保保険険
社社会会福福祉祉法法人人
全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会
（（旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会））

地地域域福福祉祉活活動動ややボボラランン
テティィアア活活動動のの一一環環ととししてて
日日本本国国内内でで行行わわれれるる各各
種種行行事事

2288円円、、112266円円、、224488円円//日日//人人
※※宿宿泊泊をを伴伴うう行行事事のの場場合合、、
２２日日間間224411円円～～７７日日間間336644円円

※※複複数数ののププラランンあありり

福福祉祉ササーービビスス総総合合補補償償
社社会会福福祉祉法法人人
全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会
（（旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会））

在在宅宅福福祉祉ササーービビスス・・地地域域
福福祉祉ササーービビスス、、介介護護保保険険
ササーービビスス、、障障害害福福祉祉ササーー
ビビスス、、障障害害者者地地域域生生活活支支
援援事事業業、、児児童童福福祉祉ササーー
ビビスス　　等等

前前年年度度のの活活動動実実績績にに基基づづきき
計計算算
延延活活動動従従事事者者数数××1177～～4422円円
※※複複数数ののププラランンあありり

送送迎迎ササーービビスス補補償償
社社会会福福祉祉法法人人
全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会
（（旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会））

送送迎迎ササーービビスス利利用用者者、、特特
定定ししたた自自動動車車にに搭搭乗乗中中
のの送送迎迎ササーービビスス利利用用者者、、
同同乗乗者者（（運運転転手手をを含含むむ））

利利用用者者数数、、年年間間利利用用日日数数、、
自自動動車車のの乗乗車車定定員員数数かからら保保
険険料料をを計計算算
※※複複数数ののププラランンあありり

ススポポーーツツ安安全全保保険険
公公益益財財団団法法人人
ススポポーーツツ安安全全協協会会

ススポポーーツツ活活動動、、文文化化活活
動動、、ボボラランンテティィアア活活動動、、地地
域域活活動動等等をを行行うう４４名名以以上上
のの社社会会教教育育関関係係団団体体

880000円円／／年年～～
※※複複数数ののププラランンあありり

全全国国子子どどもも会会安安全全共共済済会会
公公益益社社団団法法人人
全全国国子子どどもも会会連連合合会会

子子どどもも会会のの活活動動

共共済済掛掛金金はは被被共共済済者者１１名名にに
つつきき年年額額5500円円
（（1100月月11日日以以降降のの加加入入はは4400
円円））

学学校校教教育育ボボラランンテティィアア保保険険
横横浜浜市市教教育育委委員員会会事事務務局局

学学校校支支援援・・地地域域連連携携課課

市市立立学学校校かかららのの依依頼頼にに
よよりり、、教教育育活活動動をを支支援援すす
るる「「学学校校教教育育ボボラランンテティィ
アア」」

ななしし（（市市がが負負担担））

ボランティア活動中に事故が発生したときに、各種保険を利用する
ことができる場合があります。

２ その他の保険制度について（令和４年４月現在）

みんなで楽しく安全に活動するために、まずは、相談してみよう！
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時時期期
目目安安 自自治治会会町町内内会会 流流れれ 区区役役所所 摘摘            要要

①①団団体体のの「「所所在在地地」」はは、、
　　「「代代表表者者住住所所」」ののここととでですす
※※郵郵便便がが確確実実にに届届くくここととがが必必要要

②②補補助助申申請請ががなないい場場合合もも提提出出
※※防防災災補補助助金金、、広広報報配配布布謝謝金金のの
振振込込先先ととししててもも必必要要ととななりりまま
すす。。

前前年年度度報報告告書書類類 →→ 審審査査・・決決裁裁

前前年年度度補補助助金金確確定定通通知知※※

※※余余剰剰金金あありりのの場場合合返返還還請請求求
→→返返還還確確認認後後、、当当年年度度審審査査開開始始

当当年年度度申申請請書書類類 →→ 審審査査・・決決裁裁 当当年年度度補補助助金金のの交交付付決決定定

55～～88月月 受受取取・・確確認認 ←←
・・当当年年度度補補助助
　　決決定定通通知知
・・前前年年度度確確定定通通知知
・・請請求求書書（（用用紙紙））

郵郵送送でで申申請請者者（（会会長長））住住所所へへ

交交付付決決定定
通通知知後後

請請求求書書
※※押押印印必必要要 →→ 受受理理

補補助助金金支支払払手手続続ききのの開開始始

※※請請求求書書にに押押印印すするる印印鑑鑑はは口口座座
振振替替依依頼頼書書にに押押印印ししたた同同一一印印でで

請請求求後後
約約半半月月

補補助助金金のの
振振込込をを確確認認 ←← 補補助助金金のの

口口座座振振込込

請請求求書書審審査査・・決決裁裁
※※適適正正なな請請求求書書をを受受理理ししたた日日かか
らら１１５５日日後後をを目目安安にに振振りり込込みみまま
すす。。

①①　　補補助助金金はは申申請請主主義義でですすののでで、、申申請請ををすするる義義務務ははあありりまませせんんがが、、申申請請さされれたた場場合合にに
　　はは、、補補助助金金交交付付要要綱綱にに定定めめるる上上限限（（加加入入世世帯帯数数××７７００００円円又又はは公公益益的的事事務務・・事事業業にに
　　関関わわるる支支出出予予定定総総額額のの１１／／３３ののどどちちららかか安安価価なな額額））ままでで補補助助金金をを交交付付ししまますす。。

②②　　補補助助金金をを受受けけたた団団体体はは、、翌翌年年度度すすみみややかかにに前前年年度度報報告告書書類類をを作作成成しし、、補補助助をを受受けけ
　　たた額額のの３３倍倍以以上上「「公公益益的的」」なな事事務務・・事事業業にに支支出出ししてていいたたかかどどううかかのの確確認認をを受受けけるる必必
　　要要ががあありりまますす。。

44月月～～

44～～66月月

「「現現況況届届」」のの作作成成
（（変変更更ががななくくててもも
毎毎年年必必要要でですす））

「「口口座座振振替替依依頼頼書書」」
（（変変更更ががななくくててもも
毎毎年年必必要要でですす））

※※押押印印必必要要

受受理理・・確確認認

受受理理・・確確認認

→→

→→

44月月11日日現現在在加加入入世世帯帯数数
※※そそのの他他自自治治会会情情報報等等ををごご記記入入
くくだだささいい。。
※※前前年年度度最最終終確確定定実実績績世世帯帯数数がが
４４月月１１日日現現在在加加入入世世帯帯数数ととななりり
まますす。。

８ 地域活動推進費補助金の交付までの流れ
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９ 個人情報の取り扱いについて

１ 個人情報保護法

個個人人情情報報ととはは…個個人人にに関関すするる情情報報でで「「ああるる特特定定のの人人物物」」ののももののだだととわわかかるるももののををささししまますす。。

いいままままでで、、５５，，００００００件件をを超超ええるる個個人人情情報報をを扱扱っってていいななけけれればば法法のの対対象象ととななりりまませせんんででししたたがが、、平平成成

2299年年55月月3300日日のの法法改改正正にによよりり、、営営利利、、非非営営利利をを問問わわずず名名簿簿等等のの個個人人情情報報をを取取りり扱扱っってていいるる小小規規模模団団

体体もも適適用用対対象象ととななりりままししたた。。ここののここととにによよりり、、私私たたちち自自治治会会、、町町内内会会もも今今ままでで以以上上にに個個人人情情報報のの慎慎重重

なな取取りり扱扱いいがが求求めめらられれるるここととににななりりままししたた。。

ししかかししななががらら、、本本人人のの知知ららなないい間間にに個個人人情情報報がが保保有有・・利利用用・・提提供供さされれなないいよようう配配慮慮ししてていいれればば、、基基本本

的的なな取取りり扱扱いいにに問問題題ははあありりまませせんん。。

２ 名簿を作成利用する上で必要なこと

◎◎ 個個人人情情報報をを提提供供ししててももららうう際際はは、、ああららかかじじめめ利利用用目目的的をを決決めめてて、、

本本人人にに伝伝ええるるこことと。。

◎◎ 配配布布のの範範囲囲やや内内容容ににつついいてて同同意意をを得得るるこことと。。

３ 取り扱いの７つのチェックポイント

①① 個個人人情情報報をを取取得得すするるととききはは、、何何にに使使ううかか目目的的をを決決めめてて、、本本人人にに伝伝ええるるこことと。。

②② 個個人人情情報報はは、、決決めめたた目目的的以以外外ののここととににはは使使わわなないいこことと。。

③③ 個個人人情情報報をを第第三三者者にに渡渡すす際際はは、、本本人人のの同同意意をを得得るるこことと。。

④④ 個個人人情情報報ののううちち要要配配慮慮個個人人情情報報ににつついいててはは、、特特別別ななルルーールルをを守守るるこことと。。

⑤⑤ 本本人人かかららのの「「個個人人情情報報のの開開示示やや訂訂正正等等のの請請求求」」ににはは応応じじるるこことと。。

⑥⑥ 取取得得ししたた個個人人情情報報はは安安全全にに管管理理すするるこことと。。

⑦⑦ 苦苦情情のの申申しし出出にに対対応応すするるこことと。。

４ そのほか気を付けること

◎◎ 個個人人情情報報をを第第三三者者にに渡渡すすととききはは、、記記録録をを残残しし原原則則３３年年保保存存すするる。。

◎◎ 第第三三者者かからら個個人人情情報報ををももららううととききはは、、「「氏氏名名」」「「第第三三者者がが取取得得ししたた経経緯緯」」等等をを確確認認・・記記録録しし

原原則則３３年年記記録録をを保保存存すするる。。

◎◎ 不不正正なな利利益益をを図図るる目目的的でで個個人人情情報報をを提提供供、、盗盗用用ししなないい。。((罰罰則則がが科科さされれまますす。。))

※ 自治会町内会の運営をする上で、会員の皆様の個人情報は必要不可欠なものです。

ルールを守って有効に活用しましょう。

※ わからないことがあれば、専門の相談窓口があります。

区役所にお問い合わせください。
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10 自治会町内会の法人化について

１ 法人化の意義

自自治治会会町町内内会会がが会会館館ななどどのの資資産産をを保保有有すするる場場合合、、通通常常はは団団体体名名義義にによよるる登登記記ががででききまませせんん。。

ししかかしし、、代代表表者者個個人人ままたたはは共共同同名名義義でで登登記記ししたた場場合合、、名名義義人人のの死死亡亡にによよるる相相続続問問題題やや個個人人負負債債

にによよるる差差押押ええななどど財財産産上上のの問問題題がが生生じじるる場場合合ががあありりまますす。。

そそののよよううなな問問題題をを解解決決すするるたためめにに、、平平成成３３年年４４月月にに地地方方自自治治法法がが改改正正さされれ、、自自治治会会町町内内会会がが認認

可可地地縁縁団団体体ととししてて法法人人化化すすれればば、、財財産産をを団団体体名名義義でで登登記記ででききるるここととににななりりままししたた。。

ここのの度度、、地地方方自自治治法法のの改改正正（（令令和和３３年年1111月月2266日日施施行行））にによよりり、、不不動動産産のの保保有有又又はは保保有有のの予予定定にに

関関わわららずず、、地地域域的的なな共共同同活活動動をを円円滑滑にに行行ううたためめにに法法人人格格をを取取得得すするるここととがが可可能能ににななりりままししたた。。

２ 自治会町内会の意思決定

法法人人化化ししたたいい場場合合ににはは、、事事前前にに現現行行のの規規約約（（会会則則））にに基基づづくく総総会会をを開開催催しし、、法法人人認認可可申申請請のの要要

否否ににつついいてて意意思思決決定定ををししまますす。。意意思思決決定定後後、、認認可可申申請請にに必必要要なな次次のの点点ににつついいてて審審議議しし、、承承認認をを受受

けけまますす。。

①① 法法人人ととししててのの規規約約（（会会則則））のの制制定定

②② 区区域域のの確確定定

③③ 構構成成員員のの確確定定

３ 区役所への法人認可申請
意意思思決決定定後後、、法法人人認認可可申申請請書書類類をを区区役役所所にに提提出出ししまますす。。

①① 規規約約（（会会則則））

②② 認認可可をを申申請請すするるここととににつついいてて総総会会でで議議決決ししたたここととをを証証すするる書書類類

（（議議長長とと議議事事録録署署名名人人のの署署名名・・押押印印ががさされれたた総総会会議議事事録録等等のの写写しし））

③③ 構構成成員員名名簿簿

④④ 良良好好なな地地域域社社会会のの維維持持及及びび形形成成にに資資すするる地地域域的的なな共共同同活活動動をを現現にに

行行っってていいるるここととをを記記載載ししたた書書類類（（事事業業報報告告書書、、決決算算書書、、事事業業計計画画書書、、

予予算算書書、、財財産産目目録録等等））

４ 法人としての印鑑登録・印鑑登録証明

法法人人認認可可後後、、代代表表者者のの印印鑑鑑をを登登録録すするるここととががででききまますす。。登登記記やや融融資資をを受受けけるる場場合合ななどどでで代代表表者者

印印をを押押印印すするる場場合合にに必必要要ととななりりまますす。。

印印鑑鑑登登録録ににはは、、代代表表者者個個人人のの印印鑑鑑登登録録証証明明書書ととそそのの印印鑑鑑、、そそししてて団団体体代代表表者者のの印印鑑鑑がが必必要要ととなな

りりまますす。。

たただだしし、、印印鑑鑑登登録録はは届届出出代代表表者者がが変変更更ととななるるとと、、自自動動的的にに抹抹消消さされれまますす。。

※ 詳細は、区役所地域振興課地域活動係（９５４－６０９１）までお問い合わせください。
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○ 身近な地域での見守り・支え合い 

現代の地域社会は、少子高齢化などによる家族形態の変化や、就労・子育てなどのライフスタイルの

変化とともに、隣近所との関係性の希薄化が進んでいます。加えて、中高年の子どもの生活を高齢の親

が支える「8050 問題」や介護と医療を同時に抱える「ダブルケア」など、様々な社会問題も顕在化し

ています。 

このような中でも、日頃から声をかけ合い、さりげなく気づかうことで、誰もが孤立せず、困ったと

きに相談したり、支援につなげたりできる関係＝「見守り・支え合い」が大切です。それは『きらっと

あさひプラン』で目指す姿でもあります。 

 
○ きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画）とは 

旭区に住むすべての方が地域で支え合い、安心して自分らしく暮らせるようにするための計画です。

住民や地区連合自治会町内会などの住民自治組織・事業者・公的機関（区役所・区社会福祉協議会・地

域ケアプラザ等）が協働し、身近な地域の支え合いの仕組みづくりを進め、地域の福祉保健課題を解決

するために策定・推進しています。 

第４期計画では、新たな『基本理念』を掲げ、目指すまちの姿を設定し、「区全域計画」と 19地区の

「地区別計画」で基本的な考え方を共有しています。 

  
 

 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ききららっっととああささひひププラランン（（第第４４期期旭旭区区地地域域福福祉祉保保健健計計画画））  令令和和３３～～７７年年度度  

基本理念 
地域で支え合い 安心して自分らしく暮らせるまち 旭区をつくろう 

●区全体の共通課題、基本理念や基本目標を
実現するための取組 
●地区だけでは解決することが難しいことを
支援するための取組 

区区全全域域計計画画  

●おおむね 19 地区の連合自治会町内会エリ
アで策定・推進する計画 
●目指すべきまちの姿や地区の様々な課題に
対し、地区の皆さんが主体的に進める取組 

地地区区別別計計画画  

目指す姿 
 １ 誰もが、ともに生きるまち 

 ２ みんなが、声をかけあえるまち 

 ３ ひとりひとりが、自分らしくいられるまち 

各地区で自治会町内会や
地区社会福祉協議会など
様々な団体が、交流や見
守り・支えあい活動など
に取り組んでいます！ 

きき らら っっ とと ああ ささ ひひ ププ ララ ンン  
第第４４期期  旭旭区区地地域域福福祉祉保保健健計計画画  令令和和３３年年度度～～７７年年度度  
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地区連合会長が月に一度集まります。

地区連合同士や区役所などと
意見交換を行います。

独自の取組や行政と協働により

課題解決に取り組みます。

※※

※※「区連会」は、
「旭区連合自治会
町内会連絡協議会」
の略称です

旭区には
１９の地区連合が
あるんだよ。

ややっっぱぱりり、、頼頼りりににななるるののはは
ごご近近所所でですすよよ

一一人人ででははででききなないいけけれれどど、、
みみんんななでで協協力力すするるととででききるるここととっってて、、

いいっっぱぱいいああるるねね。。暮らそうをつくって 支え合って知り合い

旭区には
約２４０の

自治会町内会
があるよ。

資源集団回収や
まちの清掃を行います。

ごみ（資源）を集め
市役所に持って行って
もらいます。 区役所のほか、

警察や消防、
土木事務所、学校、

商店街などいろいろな
ところと連携するよ

ししてて暮暮ららせせるる

防防犯犯灯灯のの設設置置やや
ままちちののパパトトロローールル、、

子子どどももたたちちのの
見見守守りりををししまますす。。

いつも
ありがとう！

１つの自治会町内会では
解決が難しい地域の課題に
皆で協力して取り組みます。

自治会町内会長たちが集まり
地区ごとに連合をつくります。

とといいううとときき
たたすすけけああうう

避難場所や備蓄の確認、
訓練などを行います。
災害時に助け合います。

i防災

をを感感じじるる

運動会や

文化活動、

お祭りや
餅つき大会などを
行います。

地域の人が集まり、
交流し親睦をはかります。

いざという時に助け合える

住民同士のつながり（絆）

を育みます。

困っていることを相談したり、

地域に知っている人がいると
安心につながります。

ご近所に知り合いが
増えます

お年寄りや子どもに
声をかけたり、かけられたり。

3
2

地区連合会長が月に一度集まります。

地区連合同士や区役所などと
意見交換を行います。

独自の取組や行政と協働により

課題解決に取り組みます。

※※

※※「区連会」は、
「旭区連合自治会
町内会連絡協議会」
の略称です

旭区には
１９の地区連合が
あるんだよ。

ややっっぱぱりり、、頼頼りりににななるるののはは
ごご近近所所でですすよよ

一一人人ででははででききなないいけけれれどど、、
みみんんななでで協協力力すするるととででききるるここととっってて、、

いいっっぱぱいいああるるねね。。暮らそうをつくって 支え合って知り合い

旭区には
約２４０の

自治会町内会
があるよ。

資源集団回収や
まちの清掃を行います。

ごみ（資源）を集め
市役所に持って行って
もらいます。 区役所のほか、

警察や消防、
土木事務所、学校、

商店街などいろいろな
ところと連携するよ

ししてて暮暮ららせせるる

防防犯犯灯灯のの設設置置やや
ままちちののパパトトロローールル、、

子子どどももたたちちのの
見見守守りりををししまますす。。

いつも
ありがとう！

１つの自治会町内会では
解決が難しい地域の課題に
皆で協力して取り組みます。

自治会町内会長たちが集まり
地区ごとに連合をつくります。

とといいううとときき
たたすすけけああうう

避難場所や備蓄の確認、
訓練などを行います。
災害時に助け合います。

i防災

をを感感じじるる

運動会や

文化活動、

お祭りや
餅つき大会などを
行います。

地域の人が集まり、
交流し親睦をはかります。

いざという時に助け合える

住民同士のつながり（絆）

を育みます。

困っていることを相談したり、

地域に知っている人がいると
安心につながります。

ご近所に知り合いが
増えます

お年寄りや子どもに
声をかけたり、かけられたり。

3
2

地区連合会長が月に一度集まります。

地区連合同士や区役所などと
意見交換を行います。

独自の取組や行政と協働により

課題解決に取り組みます。

※※

※※「区連会」は、
「旭区連合自治会
町内会連絡協議会」
の略称です

旭区には
１９の地区連合が
あるんだよ。

ややっっぱぱりり、、頼頼りりににななるるののはは
ごご近近所所でですすよよ

一一人人ででははででききなないいけけれれどど、、
みみんんななでで協協力力すするるととででききるるここととっってて、、

いいっっぱぱいいああるるねね。。暮らそうをつくって 支え合って知り合い

旭区には
約２４０の

自治会町内会
があるよ。

資源集団回収や
まちの清掃を行います。

ごみ（資源）を集め
市役所に持って行って
もらいます。 区役所のほか、

警察や消防、
土木事務所、学校、

商店街などいろいろな
ところと連携するよ

ししてて暮暮ららせせるる

防防犯犯灯灯のの設設置置やや
ままちちののパパトトロローールル、、

子子どどももたたちちのの
見見守守りりををししまますす。。

いつも
ありがとう！

１つの自治会町内会では
解決が難しい地域の課題に
皆で協力して取り組みます。

自治会町内会長たちが集まり
地区ごとに連合をつくります。

とといいううとときき
たたすすけけああうう

避難場所や備蓄の確認、
訓練などを行います。
災害時に助け合います。

i防災

をを感感じじるる

運動会や

文化活動、

お祭りや
餅つき大会などを
行います。

地域の人が集まり、
交流し親睦をはかります。

いざという時に助け合える

住民同士のつながり（絆）

を育みます。

困っていることを相談したり、

地域に知っている人がいると
安心につながります。

ご近所に知り合いが
増えます

お年寄りや子どもに
声をかけたり、かけられたり。
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地区連合会長が月に一度集まります。

地区連合同士や区役所などと
意見交換を行います。

独自の取組や行政と協働により

課題解決に取り組みます。

※※

※※「区連会」は、
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もらいます。 区役所のほか、
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土木事務所、学校、
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ところと連携するよ

ししてて暮暮ららせせるる

防防犯犯灯灯のの設設置置やや
ままちちののパパトトロローールル、、

子子どどももたたちちのの
見見守守りりををししまますす。。

いつも
ありがとう！

１つの自治会町内会では
解決が難しい地域の課題に
皆で協力して取り組みます。

自治会町内会長たちが集まり
地区ごとに連合をつくります。

とといいううとときき
たたすすけけああうう

避難場所や備蓄の確認、
訓練などを行います。
災害時に助け合います。

i防災

をを感感じじるる

運動会や

文化活動、

お祭りや
餅つき大会などを
行います。

地域の人が集まり、
交流し親睦をはかります。

いざという時に助け合える

住民同士のつながり（絆）

を育みます。

困っていることを相談したり、

地域に知っている人がいると
安心につながります。

ご近所に知り合いが
増えます

お年寄りや子どもに
声をかけたり、かけられたり。

3
2

地区連合会長が月に一度集まります。

地区連合同士や区役所などと
意見交換を行います。

独自の取組や行政と協働により

課題解決に取り組みます。

※※

※※「区連会」は、
「旭区連合自治会
町内会連絡協議会」
の略称です

旭区には
１９の地区連合が
あるんだよ。

ややっっぱぱりり、、頼頼りりににななるるののはは
ごご近近所所でですすよよ

一一人人ででははででききなないいけけれれどど、、
みみんんななでで協協力力すするるととででききるるここととっってて、、

いいっっぱぱいいああるるねね。。暮らそうをつくって 支え合って知り合い

旭区には
約２４０の

自治会町内会
があるよ。

資源集団回収や
まちの清掃を行います。

ごみ（資源）を集め
市役所に持って行って
もらいます。 区役所のほか、

警察や消防、
土木事務所、学校、

商店街などいろいろな
ところと連携するよ

ししてて暮暮ららせせるる

防防犯犯灯灯のの設設置置やや
ままちちののパパトトロローールル、、

子子どどももたたちちのの
見見守守りりををししまますす。。

いつも
ありがとう！

１つの自治会町内会では
解決が難しい地域の課題に
皆で協力して取り組みます。

自治会町内会長たちが集まり
地区ごとに連合をつくります。

とといいううとときき
たたすすけけああうう

避難場所や備蓄の確認、
訓練などを行います。
災害時に助け合います。

i防災

をを感感じじるる

運動会や

文化活動、

お祭りや
餅つき大会などを
行います。

地域の人が集まり、
交流し親睦をはかります。

いざという時に助け合える

住民同士のつながり（絆）

を育みます。

困っていることを相談したり、

地域に知っている人がいると
安心につながります。

ご近所に知り合いが
増えます

お年寄りや子どもに
声をかけたり、かけられたり。
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９９５５４４－－６６１１６６１１
令令和和３３年年４４月月１１日日現現在在

部部 課課 係係 主主なな業業務務内内容容

庶庶務務係係
９９５５４４－－６６００００５５～～７７

横横浜浜市市市市民民活活動動保保険険、、行行政政証証明明、、土土地地のの名名称称等等変変更更証証明明、、
仮仮ナナンンババーー、、防防災災対対策策

予予算算調調整整係係
９９５５４４－－６６００１１１１

区区づづくくりり推推進進費費のの予予算算決決算算、、庁庁舎舎管管理理

統統計計選選挙挙係係
９９５５４４－－６６００１１２２～～３３

各各種種統統計計調調査査（（国国勢勢調調査査、、経経済済セセンンササスス等等））、、各各種種選選挙挙、、不不在在者者投投票票、、
区区選選挙挙管管理理委委員員会会

広広報報相相談談係係  ※※11
９９５５４４－－６６００２２１１～～３３

窓窓口口案案内内、、広広報報、、広広聴聴（（市市民民かかららのの提提案案、、区区長長陳陳情情ななどど））、、情情報報公公開開、、
特特別別相相談談

企企画画調調整整係係  ※※22
９９５５４４－－６６００２２６６

区区のの主主要要事事業業のの企企画画調調整整

ままちちづづくくりり調調整整担担当当  ※※22
９９５５４４－－６６００２２６６

区区ののままちちづづくくりり、、ままちちののルルーールルづづくくりり相相談談ココーーナナーー

地地域域力力推推進進担担当当  ※※22
９９５５４４－－６６００２２８８

地地域域活活動動のの支支援援((ああささひひみみららいい塾塾、、地地区区担担当当制制、、タタウウンンミミーーテティィンンググ))

地地域域活活動動係係
９９５５４４－－６６００９９１１～～２２

自自治治会会町町内内会会、、交交通通安安全全、、ススククーールルゾゾーーンン、、消消費費者者対対策策、、防防犯犯対対策策

生生涯涯学学習習支支援援係係
９９５５４４－－６６００９９４４、、５５、、７７、、９９

ススポポーーツツ振振興興、、文文化化振振興興、、青青少少年年健健全全育育成成、、生生涯涯学学習習、、市市民民活活動動、、
農農のの魅魅力力ＰＰＲＲ、、ママススココッットトキキャャララククタターー「「ああささひひくくんん」」にに関関すするるこことと

区区民民施施設設担担当当
９９５５４４－－６６００９９７７

区区民民利利用用施施設設のの管管理理運運営営、、子子どどもものの遊遊びび場場のの管管理理運運営営

資資源源化化推推進進担担当当
９９５５４４－－６６００９９６６

「「ヨヨココハハママ３３ＲＲ夢夢！！」」ププラランンのの推推進進、、ごごみみのの発発生生抑抑制制・・再再使使用用・・再再利利用用のの
促促進進、、街街のの美美化化推推進進、、不不法法投投棄棄防防止止

証証明明発発行行窓窓口口
住住民民票票のの写写しし、、印印鑑鑑登登録録証証明明書書、、
戸戸籍籍全全部部（（個個人人））事事項項証証明明（（謄謄本本・・抄抄本本））等等のの交交付付

戸戸籍籍担担当当
９９５５４４－－６６００３３１１～～２２

戸戸籍籍届届（（出出生生、、死死亡亡、、婚婚姻姻等等））

登登録録担担当当
９９５５４４－－６６００３３４４

転転入入・・転転出出等等のの住住民民異異動動届届、、印印鑑鑑登登録録、、小小・・中中学学校校へへのの転転入入学学、、個個人人
番番号号（（ママイイナナンンババーー））カカーードドのの諸諸手手続続等等

税税証証明明等等発発行行窓窓口口
課課税税（（非非課課税税））証証明明書書、、納納税税証証明明書書、、評評価価証証明明書書、、住住宅宅用用家家屋屋証証明明、、
112255cccc以以下下ののババイイクク等等のの登登録録・・廃廃車車等等

市市民民税税担担当当  ※※11
９９５５４４－－６６００４４１１～～５５

市市民民税税・・県県民民税税申申告告・・相相談談

土土地地担担当当  ※※11
９９５５４４－－６６００４４７７～～９９

固固定定資資産産税税・・都都市市計計画画税税（（土土地地））のの課課税税、、土土地地のの評評価価等等

家家屋屋担担当当  ※※11
９９５５４４－－６６００５５３３～～６６

固固定定資資産産税税・・都都市市計計画画税税（（家家屋屋））のの課課税税、、家家屋屋のの評評価価等等

収収納納担担当当  ※※22
９９５５４４－－６６００７７１１～～８８
９９５５４４－－６６１１９９４４

市市税税のの納納付付相相談談

区区会会計計室室
ＦＦＡＡＸＸ：：995533--77339999

会会計計係係
９９５５４４－－６６００８８６６

公公金金（（横横浜浜市市））のの収収入入・・支支出出

福福祉祉保保健健係係
９９５５４４－－６６１１００１１

民民生生委委員員・・児児童童委委員員、、主主任任児児童童委委員員

事事業業企企画画担担当当
９９５５４４－－６６１１４４３３～～４４

地地域域福福祉祉保保健健計計画画のの推推進進、、地地域域ケケアアププララザザのの管管理理運運営営、、
福福祉祉保保健健活活動動拠拠点点のの管管理理運運営営等等

健健康康づづくくりり係係
９９５５４４－－６６１１４４６６～～８８

予予防防接接種種、、ががんん検検診診、、保保健健活活動動推推進進員員、、食食生生活活等等改改善善推推進進員員、、生生活活習習
慣慣病病予予防防、、健健康康相相談談、、感感染染症症予予防防等等

ごご用用件件のの担担当当係係ががおお分分かかりりににななららなないい場場合合
はは、、右右のの番番号号へへおおかかけけくくだだささいい。。

（（横横浜浜市市ココーールルセセンンタターーかからら、、旭旭区区役役所所ににつつななががりりまますす。。））
区区役役所所所所在在地地　　：：　　〒〒２２４４１１－－００００２２２２　　　　旭旭区区鶴鶴ケケ峰峰１１－－４４－－１１２２

総総務務課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995511--33440011

区区政政推推進進課課

※※11
ＦＦＡＡＸＸ：：995555--22885566

※※22
ＦＦＡＡＸＸ：：995511--33440011

地地域域振振興興課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995555－－33334411

戸戸籍籍課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995555--44441111

税税務務課課

※※11
ＦＦＡＡＸＸ：：995544--00994488

※※22
ＦＦＡＡＸＸ：：995533--77339999

福福祉祉保保健健課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995533--77771133

福福
祉祉
保保
健健
セセ
ンン
タタ
ーー

総総
　　
　　
務務
　　
　　
部部

11 区役所等の業務案内

34



部部 課課 係係 主主なな業業務務内内容容

食食品品衛衛生生係係
９９５５４４－－６６１１６６６６～～７７

食食品品関関係係営営業業許許可可、、食食品品にに関関すするる相相談談、、医医療療系系免免許許

環環境境衛衛生生係係
９９５５４４－－６６１１６６８８

理理美美容容ななどどのの営営業業、、ビビルルのの衛衛生生管管理理、、犬犬のの登登録録、、犬犬・・猫猫のの飼飼育育相相談談、、
ネネズズミミ・・害害虫虫駆駆除除相相談談

高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
９９５５４４－－６６１１１１５５

高高齢齢者者・・障障害害者者にに関関すするる福福祉祉保保健健相相談談、、敬敬老老特特別別乗乗車車証証、、
福福祉祉特特別別乗乗車車券券（（1188歳歳以以上上））、、敬敬老老月月間間、、老老人人ククララブブ((かかががややききククララブブ旭旭))

高高齢齢者者支支援援担担当当
９９５５４４－－６６１１２２５５

高高齢齢者者にに関関すするる福福祉祉、、認認知知症症、、訪訪問問支支援援、、介介護護予予防防、、
高高齢齢者者虐虐待待相相談談

介介護護保保険険担担当当
９９５５４４－－６６００６６１１

要要介介護護認認定定、、
指指定定居居宅宅介介護護支支援援事事業業者者・・居居宅宅ササーービビスス事事業業者者にに関関すするる相相談談

障障害害者者支支援援担担当当
９９５５４４－－６６１１４４５５

身身体体・・知知的的障障害害者者（（1188歳歳以以上上））にに関関すするる福福祉祉、、精精神神保保健健福福祉祉、、
難難病病患患者者相相談談

ここどどもも家家庭庭係係
９９５５４４－－６６１１５５１１

母母子子健健康康手手帳帳、、乳乳幼幼児児健健診診、、小小児児慢慢性性特特定定疾疾病病等等医医療療給給付付、、
児児童童手手当当、、特特別別乗乗車車証証（（児児童童扶扶養養手手当当受受給給者者、、1188歳歳未未満満障障害害児児））

子子育育てて支支援援担担当当
９９５５４４－－６６１１１１７７

身身体体・・知知的的障障害害者者（（1188歳歳未未満満））にに関関すするる福福祉祉保保健健相相談談、、女女性性福福祉祉相相談談、、
児児童童扶扶養養手手当当

保保育育担担当当
９９５５４４－－６６１１７７３３

保保育育所所等等利利用用申申込込、、保保育育ササーービビスス等等のの相相談談

ここどどもも家家庭庭相相談談
９９５５４４－－６６１１６６００

子子どどももにに関関すするる相相談談（（育育児児、、不不登登校校、、児児童童虐虐待待等等））

学学校校連連携携・・ここどどもも担担当当
９９５５４４－－６６００１１９９

学学童童・・放放課課後後キキッッズズククララブブ、、学学校校連連携携等等

生生活活支支援援係係
９９５５４４－－６６１１００４４

生生活活保保護護、、生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援

事事務務係係
９９５５４４－－６６１１００５５

戦戦没没者者遺遺族族のの援援護護

国国民民年年金金係係
９９５５４４－－６６１１３３１１～～２２

国国民民年年金金のの資資格格関関係係、、保保険険料料のの免免除除・・猶猶予予関関係係、、障障害害基基礎礎年年金金、、老老齢齢
基基礎礎年年金金

　　　　　　　　９９５５４４－－６６１１３３４４ 国国民民健健康康保保険険・・介介護護保保険険のの資資格格やや保保険険料料

　　　　　　　　９９５５４４－－６６１１３３７７ 保保険険料料納納付付相相談談（（国国民民健健康康保保険険、、介介護護保保険険、、後後期期高高齢齢者者医医療療））

　　　　　　　　９９５５４４－－６６１１３３５５
　　　　　　　　　　　　　　　　  ６６１１３３８８

国国民民健健康康保保険険・・介介護護保保険険のの給給付付、、後後期期高高齢齢者者医医療療、、小小児児医医療療、、
重重度度障障害害者者ややひひととりり親親家家庭庭等等のの医医療療費費助助成成

管管理理係係
９９５５３３－－８８８８００１１

公公園園使使用用許許可可、、道道水水路路占占用用許許可可・・境境界界調調査査、、道道水水路路のの草草刈刈、、
カカーーブブミミララーー、、放放置置自自転転車車（（公公道道上上））

道道路路係係
９９５５３３－－８８８８００１１

道道路路のの維維持持管管理理、、街街路路樹樹維維持持管管理理、、開開発発行行為為のの相相談談、、
狭狭ああいい道道路路等等

下下水水道道・・公公園園係係
９９５５３３－－８８８８００１１

下下水水道道・・河河川川・・公公園園のの維維持持管管理理、、開開発発行行為為のの相相談談

９９５５３３－－４４８８１１１１
ごごみみ集集積積場場所所のの新新設設・・移移動動等等のの相相談談、、ごごみみとと資資源源物物のの分分別別、、集集積積場場所所
へへのの不不法法投投棄棄、、環環境境事事業業推推進進委委員員、、資資源源集集団団回回収収

総総務務・・予予防防課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995511--00111199

警警防防課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995511--00111199

９９５５４４－－６６１１７７００ 公公会会堂堂のの利利用用受受付付、、備備品品ななどどのの貸貸出出

３３９９２２－－１１１１２２３３
地地域域のの福福祉祉保保健健活活動動のの支支援援、、ボボラランンテティィアア活活動動のの相相談談・・調調整整、、
共共同同募募金金・・日日本本赤赤十十字字社社・・更更生生保保護護協協会会等等事事務務局局、、寄寄附附受受付付　　等等

３３６６６６－－６６６６１１５５

住住民民票票のの写写しし、、印印鑑鑑登登録録証証明明書書ななどどのの交交付付、、市市県県民民税税（（非非））課課税税証証明明
書書ななどどのの交交付付、、（（時時間間帯帯にによよりりそそのの場場ででおお渡渡ししででききなないい場場合合ががあありりまま
すす））
平平日日７７：：３３００～～１１９９：：００００、、土土日日９９：：００００～～１１７７：：００００、、
国国民民のの祝祝日日及及びびそそのの振振替替休休日日、、1122//2299～～11//33はは休休みみ

生生活活衛衛生生課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995522--11550044

高高齢齢・・障障害害支支援援課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995555--22667755

二二俣俣川川駅駅
行行政政ササーービビススココーーナナーー

ＦＦＡＡＸＸ：：336666--00338811

資資源源循循環環局局旭旭事事務務所所
ＦＦＡＡＸＸ：：995533--66666699

生生活活支支援援課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995511--55883311

保保険険年年金金課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995544--55778844

福福
祉祉
保保
健健
セセ
ンン
タタ
ーー

ここどどもも家家庭庭支支援援課課
ＦＦＡＡＸＸ：：995511--44668833

旭旭土土木木事事務務所所
ＦＦＡＡＸＸ：：995522--11551188

土土
木木
事事
務務
所所

旭旭
消消
防防
署署 警警防防第第一一係係

警警防防第第二二係係
９９５５１１－－００１１１１９９

消消防防署署のの庶庶務務・・経経理理
消消防防団団
火火災災予予防防・・立立入入検検査査・・危危険険物物・・消消防防設設備備規規制制・・家家庭庭防防災災員員

罹罹災災証証明明書書（（火火災災））・・救救急急証証明明書書・・火火煙煙発発生生等等届届出出

旭旭公公会会堂堂
ＦＦＡＡＸＸ：：995544--66117700

旭旭区区社社会会福福祉祉協協議議会会
ＦＦＡＡＸＸ：：339922--00222222

庶庶務務係係
消消防防団団係係
予予防防係係
９９５５１１－－００１１１１９９

保保
険険
係係
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５５００音音別別業業務務案案内内

業業　　　　務務　　　　内内　　　　容容 階階－－窓窓口口 電電　　話話 係係　　・・　　担担当当
ああ 愛愛のの手手帳帳（（療療育育手手帳帳））のの申申請請（（障障害害１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係

愛愛のの手手帳帳（（療療育育手手帳帳））のの申申請請（（障障害害１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
赤赤ちちゃゃんん教教室室 ３３－－３３３３ 995544--66115500 子子育育てて支支援援担担当当
空空家家のの一一般般的的なな相相談談 ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
ああささひひのの逸逸品品 ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係
ああささひひみみららいい塾塾 ２２－－２２３３ 995544--66002288 地地域域力力推推進進担担当当
アアシシナナガガババチチのの駆駆除除にに関関すするる相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
ああんんししんん電電話話（（高高齢齢））のの申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
ああんんししんん入入居居事事業業案案内内・・相相談談（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上、、高高齢齢者者）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
ああんんししんん入入居居事事業業案案内内・・相相談談（（ひひととりり親親家家庭庭）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当

いい 医医師師免免許許のの申申請請、、届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
石石綿綿（（アアススベベスストト））健健康康被被害害等等相相談談 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
犬犬にに噛噛ままれれたた・・飼飼いい犬犬がが人人をを噛噛んんだだ場場合合のの相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
犬犬のの飼飼育育相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
犬犬のの登登録録・・狂狂犬犬病病予予防防注注射射のの届届出出 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
犬犬のの引引取取りり・・苦苦情情・・保保護護 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
医医療療関関係係施施設設のの開開設設等等申申請請 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
印印鑑鑑登登録録（（住住民民個個人人）） １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
印印鑑鑑登登録録（（認認可可地地縁縁団団体体のの自自治治会会町町内内会会）） ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
印印鑑鑑登登録録証証明明書書（（住住民民個個人人）） １１－－７７ 995544--66003344 登登録録担担当当
印印鑑鑑登登録録証証明明書書（（認認可可地地縁縁団団体体のの自自治治会会町町内内会会）） ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
飲飲食食店店等等のの営営業業許許可可申申請請・・報報告告・・届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
イインンフフルルエエンンザザ（（高高齢齢者者）） ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係

うう 運運営営方方針針 ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係
ええ エエイイズズ（（ＨＨＩＩＶＶ検検査査・・相相談談）） ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係

衛衛生生統統計計((人人口口動動態態、、国国民民生生活活基基礎礎調調査査)) ３３－－３３１１ 995544--66114433 事事業業企企画画担担当当
栄栄養養士士免免許許のの申申請請 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
閲閲覧覧（（固固定定資資産産税税課課税税台台帳帳・・閲閲覧覧図図）） ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当
閲閲覧覧（（地地価価公公示示価価格格のの書書面面）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係

おお 落落しし物物 ２２－－２２４４ 995544--66000066 庶庶務務係係
温温泉泉のの掘掘削削、、利利用用等等のの許許可可・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係

かか カカーーブブミミララーー 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係
介介護護ササーービビスス自自己己負負担担助助成成（（介介護護保保険険）） １１－－４４ 995544--66113344 保保険険係係
（（介介護護保保険険））指指定定居居宅宅介介護護支支援援事事業業者者ににつついいててのの問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66006611 介介護護保保険険担担当当
（（介介護護保保険険））指指定定居居宅宅ササーービビスス事事業業者者ににつついいててのの問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66006611 介介護護保保険険担担当当
介介護護保保険険（（給給付付申申請請、、高高額額介介護護ササーービビスス費費）） １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
介介護護保保険険外外ササーービビススにに関関すするる問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
介介護護保保険険ササーービビススにに関関すするる問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
介介護護保保険険のの加加入入、、資資格格喪喪失失、、保保険険料料 １１－－４４ 995544--66113344 保保険険係係
介介護護保保険険のの要要介介護護認認定定申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
介介護護予予防防事事業業 別別－－３３ 995544--66119911 高高齢齢者者支支援援担担当当
開開示示請請求求（（行行政政文文書書、、個個人人情情報報）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
外外出出支支援援事事業業案案内内・・相相談談（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
外外出出支支援援事事業業案案内内・・相相談談（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
開開発発行行為為相相談談受受付付 旭旭土土木木 995533--88880011 下下水水道道・・公公園園係係
街街路路樹樹のの維維持持管管理理 旭旭土土木木 995533--88880011 道道路路係係
火火煙煙発発生生届届 ２２消消－－３３ 995511--00111199 消消防防署署警警防防第第一一係係・・第第二二係係
家家屋屋のの評評価価 ２２－－２２９９ 995544--66005544 家家屋屋担担当当
課課税税証証明明書書（（市市・・県県民民税税、、住住民民税税）） ２２－－２２７７ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
河河川川のの維維持持管管理理 旭旭土土木木 995533--88880011 道道路路係係、、下下水水道道・・公公園園係係
火火埋埋葬葬許許可可 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
家家庭庭用用品品にに関関すするる相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
紙紙おおむむつつ給給付付（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上・・高高齢齢者者））のの申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
紙紙おおむむつつ給給付付（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満））のの申申請請 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
仮仮ナナンンババーー（（自自動動車車臨臨時時運運行行許許可可）） ２２－－２２４４ 995544--66000066 庶庶務務係係
簡簡易易給給水水水水道道、、小小規規模模受受水水槽槽水水道道にに関関すするる届届出出・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
簡簡易易専専用用水水道道のの衛衛生生 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
肝肝炎炎ウウイイルルスス検検査査 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
肝肝炎炎治治療療医医療療費費助助成成制制度度 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
看看護護師師免免許許のの申申請請、、届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
感感染染症症予予防防・・対対策策 ３３－－３３００ 995544--66114477 健健康康づづくくりり係係

12 こんなときはどこに・・・
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業業　　　　務務　　　　内内　　　　容容 階階－－窓窓口口 電電　　話話 係係　　・・　　担担当当
きき 期期日日前前投投票票 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係

義義務務教教育育諸諸学学校校のの就就学学 １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
救救急急講講習習等等 ２２消消－－２２ 995511--00111199 消消防防署署予予防防係係
救救急急証証明明書書 ２２消消－－３３ 995511--00111199 消消防防署署警警防防第第一一係係・・第第二二係係
給給食食施施設設指指導導 ３３－－３３００ 995544--66114488 健健康康づづくくりり係係
狭狭ああいい道道路路にに関関すするるこことと 旭旭土土木木 995533--88880011 道道路路係係
境境界界層層該該当当証証明明 新新 995544--66110044 生生活活支支援援係係
行行政政ササーービビススココーーナナーー 336666--66661155 二二俣俣川川駅駅行行政政ササーービビススココーーナナーー

禁禁煙煙相相談談・・啓啓発発 ３３－－３３００ 995544--66114477 健健康康づづくくりり係係
くく 区区のの主主要要事事業業のの企企画画調調整整 ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係

区区民民生生活活・・防防災災ママッッププのの発発行行・・配配布布 １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
　　　　　　　　　　〃〃 ２２－－２２４４ 995544--66000077 庶庶務務係係
区区民民文文化化セセンンタターーのの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
区区民民利利用用施施設設のの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
ククリリーーニニンンググ所所のの開開設設等等のの届届出出・・相相談談、、ククリリーーニニンンググ師師免免許許のの申申請請 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
ググリリーーンンロローードド ２２－－２２１１ 995544--66009922 地地域域活活動動係係

けけ 軽軽自自動動車車税税のの課課税税 ２２－－２２８８ 995544--66004422 市市民民税税担担当当
敬敬老老パパスス（（敬敬老老特特別別乗乗車車証証）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
下下水水道道のの維維持持管管理理 旭旭土土木木 995533--88880011 下下水水道道・・公公園園係係
結結核核のの予予防防・・対対策策 ３３－－３３００ 995544--66114477 健健康康づづくくりり係係
健健康康手手帳帳（（４４００歳歳以以上上）） ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
研研修修室室をを借借りりたたいい みみななくくるる 338822--11000000 生生涯涯学学習習支支援援係係
建建築築物物清清掃掃業業等等のの登登録録・・申申請請・・届届出出 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
原原動動機機付付自自転転車車（（１１２２５５ＣＣＣＣ以以下下））登登録録、、廃廃車車、、変変更更 ２２－－２２７７ 995544--66004422 市市民民税税担担当当
県県民民税税課課税税（（所所得得））証証明明、、非非課課税税証証明明 ２２－－２２７７ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
県県民民税税のの申申告告・・課課税税 ２２－－２２８８ 995544--66004433 市市民民税税担担当当

ここ 公公園園愛愛護護会会 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係、、下下水水道道・・公公園園係係
公公園園使使用用許許可可 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係
公公園園のの維維持持管管理理 旭旭土土木木 995533--88880011 下下水水道道・・公公園園係係
公公害害健健康康被被害害者者のの家家庭庭療療養養指指導導 別別－－３３ 995544--66112277 障障害害者者支支援援担担当当
高高額額介介護護（（居居宅宅支支援援））ササーービビスス費費 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
高高額額障障害害福福祉祉ササーービビスス費費支支給給（（１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
高高額額障障害害福福祉祉ササーービビスス費費・・通通所所入入所所給給付付費費支支給給（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
高高額額療療養養費費・・限限度度額額証証 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
興興行行場場のの営営業業許許可可・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
公公金金（（横横浜浜市市））のの収収入入・・支支出出 ２２－－２２００ 995544--66008866 区区会会計計室室
公公衆衆浴浴場場のの営営業業許許可可・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
広広聴聴（（「「市市民民かかららのの提提案案」」、、区区長長陳陳情情ななどど）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
交交通通安安全全 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
交交通通事事故故（（国国民民健健康康保保険険・・後後期期高高齢齢者者医医療療・・介介護護保保険険関関係係）） １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
公公的的年年金金かかららのの住住民民税税のの特特別別徴徴収収 ２２－－２２８８ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
広広報報・・広広報報物物配配布布（（広広報報よよここははまま、、区区民民生生活活・・防防災災ママッッププ、、旭旭区区便便利利帖帖）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
行行旅旅死死亡亡人人取取扱扱いい 新新 995544--66006699 生生活活支支援援係係
行行旅旅人人旅旅費費貸貸付付 新新 995544--66006699 生生活活支支援援係係
高高齢齢者者のの虐虐待待相相談談 別別－－３３ 995544--66112255 高高齢齢者者支支援援担担当当
高高齢齢者者のの訪訪問問指指導導 別別－－３３ 995544--66119911 高高齢齢者者支支援援担担当当
高高齢齢者者福福祉祉（（要要援援護護高高齢齢者者））のの相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
高高齢齢者者福福祉祉保保健健ササーービビススのの申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
国国勢勢調調査査 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係
国国民民健健康康保保険険のの加加入入・・資資格格喪喪失失・・保保険険料料 １１－－４４ 995544--66113344 保保険険係係
国国民民健健康康保保険険のの給給付付 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
国国民民年年金金のの加加入入等等（（第第１１号号被被保保険険者者）） １１－－６６ 995544--66113311 国国民民年年金金係係
個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））カカーードドのの申申請請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受受取取（（予予約約者者ののみみ））

１１－－1100
１１－－２２

995544--66003344 登登録録担担当当

戸戸籍籍証証明明 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
戸戸籍籍全全部部（（個個人人））事事項項証証明明（（謄謄本本・・抄抄本本）） １１－－７７ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
戸戸籍籍のの附附票票のの写写しし １１－－７７ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
子子育育てて支支援援者者事事業業 ３３－－３３３３ 995544--66115500 子子育育てて支支援援担担当当
ここどどもも家家庭庭相相談談 ３３－－３３３３ 995544--66116600 子子育育てて支支援援担担当当
固固定定資資産産課課税税台台帳帳（（家家屋屋）） ２２－－２２９９ 995544--66005533 家家屋屋担担当当
固固定定資資産産課課税税台台帳帳（（土土地地）） ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当
固固定定資資産産税税のの証証明明（（納納税税証証明明をを除除くく）） ２２－－２２７７ 995544--66004477 土土地地担担当当
固固定定資資産産税税（（家家屋屋））のの評評価価・・課課税税 ２２－－２２９９ 995544--66005544 家家屋屋担担当当
固固定定資資産産税税（（土土地地））のの評評価価・・課課税税 ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当
ここどどももロロググハハウウススのの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
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業業　　　　務務　　　　内内　　　　容容 階階－－窓窓口口 電電　　話話 係係　　・・　　担担当当
ここ ココミミュュニニテティィハハウウススのの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当

ココミミュュニニテティィハハウウスス整整備備促促進進 ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
婚婚姻姻届届 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
困困窮窮のの生生活活相相談談 新新 995544--66110044 生生活活支支援援係係
ここんんににちちはは赤赤ちちゃゃんん訪訪問問 ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係

ささ ササーーククルルのの紹紹介介・・ササーーククルルガガイイドド みみななくくるる 338822--11000000 生生涯涯学学習習支支援援係係
災災害害応応急急用用井井戸戸のの届届出出・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
災災害害時時医医療療 ３３－－３３１１ 995544--66110011 福福祉祉保保健健係係
災災害害時時のの防防疫疫作作業業（（消消毒毒ななどど））にに関関すするる相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
災災害害時時要要援援護護者者名名簿簿にに関関すするる相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
催催事事（（食食品品等等取取扱扱いい））のの届届出出、、相相談談 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
在在宅宅重重度度障障害害者者手手当当のの申申請請（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
在在宅宅重重度度障障害害者者手手当当のの申申請請（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
「「ささんんささんんガガイイドド」」（（旭旭区区便便利利帖帖））のの発発行行・・配配布布 １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
産産後後母母子子ケケアア事事業業 ３３－－３３２２ 995544--66115500 子子育育てて支支援援担担当当

しし ＪＪＲＲ定定期期割割引引（（児児童童扶扶養養手手当当受受給給世世帯帯）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
歯歯科科医医師師免免許許のの申申請請・・届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
歯歯科科保保健健 ３３－－３３００ 995544--66114488 健健康康づづくくりり係係
死死産産届届 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
歯歯周周病病予予防防教教室室 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
市市税税のの納納付付相相談談 ２２－－２２５５ 995544--66007711～～7788 収収納納担担当当
自自治治会会・・町町内内会会 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
指指定定居居宅宅介介護護支支援援事事業業者者ににつついいててのの問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66006611 介介護護保保険険担担当当
指指定定居居宅宅ササーービビスス事事業業者者ににつついいててのの問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66006611 介介護護保保険険担担当当
指指定定難難病病 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
児児童童虐虐待待相相談談（（ここどどもも家家庭庭相相談談）） ３３－－３３３３ 995544--66116600 子子育育てて支支援援担担当当
自自動動車車燃燃料料券券（（１１８８歳歳以以上上のの身身体体・・知知的的障障害害者者）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
自自動動車車燃燃料料券券（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
自自動動車車燃燃料料券券（（精精神神障障害害児児者者）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
児児童童手手当当 ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
児児童童扶扶養養手手当当のの申申請請 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
死死亡亡届届 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
市市民民活活動動支支援援セセンンタターー みみななくくるる 338822--11000000 生生涯涯学学習習支支援援係係
市市民民活活動動支支援援セセンンタターーのの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
市市民民活活動動団団体体のの登登録録 みみななくくるる 338822--11000000 生生涯涯学学習習支支援援係係
市市民民活活動動保保険険 ２２－－２２４４ 995544--66000066 庶庶務務係係
市市民民かかららのの提提案案 １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
市市民民税税課課税税（（所所得得））証証明明、、非非課課税税証証明明 ２２－－２２７７ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
市市民民税税のの申申告告・・課課税税 ２２－－２２８８ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
社社会会福福祉祉統統計計((国国民民生生活活基基礎礎調調査査)) ３３－－３３１１ 995544--66110011 福福祉祉保保健健係係
住住環環境境整整備備事事業業（（障障害害者者1188歳歳以以上上））、、住住宅宅改改修修（（介介護護保保険険））相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
住住環環境境整整備備事事業業（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満））相相談談 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
住住居居表表示示 １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
住住居居表表示示変変更更証証明明書書 １１－－７７ 995544--66003344 登登録録担担当当
住住宅宅改改修修費費還還付付申申請請（（介介護護保保険険）） １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
住住宅宅用用家家屋屋証証明明（（中中古古）） ２２－－２２７７ 995544--66004477 土土地地担担当当
重重度度障障害害者者医医療療のの資資格格・・医医療療証証のの発発行行 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
住住民民異異動動届届（（転転入入、、転転出出、、転転居居、、世世帯帯変変更更）） １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
住住民民基基本本台台帳帳カカーードドのの諸諸手手続続きき((平平成成2277年年1122月月でで発発行行手手続続終終了了)) １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
住住民民票票記記載載事事項項証証明明書書 １１－－７７ 995544--66003344 登登録録担担当当
住住民民票票のの写写しし １１－－７７ 995544--66003344 登登録録担担当当
縦縦覧覧（（固固定定資資産産税税・・土土地地）） ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当
縦縦覧覧（（固固定定資資産産税税・・家家屋屋）） ２２－－２２９９ 995544--66005544 家家屋屋担担当当
受受水水槽槽にに関関すするる届届出出・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
出出産産育育児児一一時時金金 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
出出生生届届 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
生生涯涯学学習習のの相相談談・・機機材材のの貸貸出出 みみななくくるる 338822--11000000 生生涯涯学学習習支支援援係係
障障害害基基礎礎年年金金のの相相談談・・申申請請 １１－－６６ 995544--66113311 国国民民年年金金係係
障障害害者者（（１１８８歳歳以以上上））在在宅宅ササーービビススのの申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
障障害害児児（（１１８８歳歳未未満満））在在宅宅ササーービビススのの申申請請 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
障障害害者者（（１１８８歳歳以以上上））日日常常生生活活用用具具のの相相談談・・申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
障障害害児児（（１１８８歳歳未未満満））日日常常生生活活用用具具のの相相談談・・申申請請 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
障障害害児児福福祉祉手手当当相相談談 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
障障害害福福祉祉ササーービビスス申申請請・・相相談談（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
障障害害福福祉祉ササーービビスス申申請請相相談談（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
証証紙紙（（横横浜浜市市収収入入証証紙紙））販販売売・・払払いい戻戻しし ２２－－２２００ 995544--66008866 区区会会計計室室
小小中中学学校校のの入入学学・・転転校校 １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
商商店店街街振振興興 ２２－－２２１１ 995544--66009955 地地域域活活動動係係
小小児児のの医医療療費費助助成成事事業業 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
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業業　　　　務務　　　　内内　　　　容容 階階－－窓窓口口 電電　　話話 係係　　・・　　担担当当
しし 小小児児慢慢性性特特定定疾疾病病医医療療のの申申請請 ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係

消消費費者者対対策策・・消消費費生生活活推推進進員員 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
消消防防訓訓練練 ２２消消－－２２ 995511--00111199 消消防防署署予予防防係係
消消防防団団へへのの入入団団相相談談・・申申請請 ２２消消－－１１ 995511--00111199 消消防防署署消消防防団団係係
情情報報公公開開にに係係るる請請求求書書のの受受付付 １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
食食事事ササーービビススのの申申請請（（高高齢齢者者・・障障害害者者）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
食食生生活活等等改改善善推推進進員員会会 ３３－－３３００ 995544--66114488 健健康康づづくくりり係係
食食生生活活等等改改善善推推進進員員養養成成講講座座 ３３－－３３００ 995544--66114488 健健康康づづくくりり係係
食食中中毒毒予予防防・・食食品品にに関関すするる苦苦情情、、相相談談 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
助助産産制制度度のの申申請請 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
女女性性福福祉祉相相談談 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
除除籍籍謄謄本本・・抄抄本本 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
所所得得証証明明書書 ２２－－２２７７ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
自自立立支支援援医医療療（（育育成成医医療療）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
自自立立支支援援医医療療（（更更生生医医療療））相相談談・・申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
人人口口・・世世帯帯数数 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係
人人生生記記念念樹樹のの受受付付 １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
身身体体障障害害者者（（１１８８歳歳以以上上））のの福福祉祉保保健健相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
身身体体障障害害者者手手帳帳のの申申請請（（１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
身身体体障障害害者者手手帳帳のの申申請請（（１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当

すす 水水浴浴場場（（ププーールル））のの営営業業許許可可・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
ススククーールルゾゾーーンンにに関関すするるこことと ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
ススズズメメババチチのの駆駆除除にに関関すするる相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
ススポポーーツツ振振興興 ２２－－２２１１ 995544--66009955 生生涯涯学学習習支支援援係係
ススポポーーツツセセンンタターー・・ススポポーーツツ会会館館のの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
住住ままいいのの衛衛生生相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
３３ＲＲ夢夢（（ススリリムム）） ２２－－２２１１ 995544--66009966 資資源源化化推推進進担担当当

せせ 製製菓菓衛衛生生師師免免許許のの申申請請、、届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援 新新 995544--66110044 生生活活支支援援係係
生生活活支支援援シショョーートトスステテイイのの相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
生生活活習習慣慣病病予予防防相相談談（（禁禁煙煙・・メメタタボボリリッッククシシンンドドロローームム・・食食生生活活）） ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
生生活活保保護護 新新 995544--66110044 生生活活支支援援係係
青青少少年年のの健健全全育育成成 ２２－－２２２２ 995544--66009955 生生涯涯学学習習支支援援係係
精精神神障障害害者者のの福福祉祉保保健健（（精精神神保保健健福福祉祉手手帳帳・・自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院）））） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
成成年年後後見見制制度度のの相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
世世帯帯（（世世帯帯主主））変変更更届届 １１－－９９ 995544--66003344 登登録録担担当当
選選挙挙 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係
戦戦没没者者遺遺族族のの援援護護 新新 995544--66110055 事事務務係係
専専用用水水道道にに関関すするる申申請請･･相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係

たた タタウウンンミミーーテティィンンググ ２２－－２２３３ 995544--66002288 地地域域力力推推進進担担当当
ちち 地地域域活活動動推推進進費費補補助助金金 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係

地地域域ケケアアププララザザ整整備備 ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
地地域域ケケアアププララザザのの管管理理運運営営 ３３－－３３１１ 995544--66114433 事事業業企企画画担担当当
地地域域交交通通・・移移動動支支援援 ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
地地域域福福祉祉保保健健計計画画にに関関すするるこことと ３３－－３３１１ 995544--66114433 事事業業企企画画担担当当
地地球球温温暖暖化化対対策策のの推推進進 ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係
畜畜舎舎のの許許可可・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
地地区区セセンンタターーのの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
地地区区担担当当制制 ２２－－２２３３ 995544--66002288 地地域域力力推推進進担担当当
知知的的障障害害者者（（１１８８歳歳以以上上））のの福福祉祉保保健健相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
知知的的障障害害児児（（１１８８歳歳未未満満））のの福福祉祉保保健健 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
調調理理師師免免許許のの申申請請、、届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
陳陳情情（（市市長長陳陳情情・・区区長長陳陳情情）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係

てて 鉄鉄道道整整備備 ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
電電子子証証明明書書（（公公的的個個人人認認証証））のの更更新新 １１－－１１００ 995544--66003344 登登録録担担当当
転転籍籍届届 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当

とと 統統計計調調査査・・統統計計刊刊行行物物 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係
道道水水路路のの境境界界調調査査申申請請 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係
道道水水路路のの草草刈刈 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係
道道水水路路のの占占用用許許可可 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係
道道路路のの維維持持管管理理・・修修繕繕等等 旭旭土土木木 995533--88880011 道道路路係係
特特定定医医療療費費（（指指定定難難病病）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
特特定定建建築築物物のの届届出出、、衛衛生生（（給給水水、、空空調調ななどど））にに関関すするる相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
特特別別児児童童扶扶養養手手当当のの申申請請 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
特特別別障障害害者者手手当当申申請請 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
特特別別相相談談（（法法律律、、公公証証、、司司法法書書士士、、交交通通事事故故、、民民事事調調停停手手続続等等）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
都都市市計計画画道道路路整整備備 ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
都都市市計計画画ママススタターーププラランン ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
土土地地のの評評価価 ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当
土土地地のの名名称称等等変変更更証証明明 ２２－－２２４４ 995544--66000066 庶庶務務係係
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なな 名名寄寄帳帳（（土土地地・・家家屋屋）） ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当

難難病病患患者者のの保保健健とと福福祉祉 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
にに 入入院院医医療療援援護護金金（（精精神神）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当

乳乳幼幼児児健健診診 ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
乳乳幼幼児児食食生生活活健健康康相相談談 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
乳乳幼幼児児・・妊妊産産婦婦歯歯科科相相談談（（経経過過歯歯科科・・むむしし歯歯予予防防・・歯歯みみががきき教教室室含含むむ）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
妊妊産産婦婦のの健健康康 ３３－－３３３３ 995544--66115500 子子育育てて支支援援担担当当
認認知知症症のの相相談談 別別－－３３ 995544--66119911 高高齢齢者者支支援援担担当当

ねね 猫猫のの飼飼育育相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
猫猫のの引引取取りり・・苦苦情情・・保保護護 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
ねねずずみみ・・衛衛生生害害虫虫のの駆駆除除相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係

のの 納納税税証証明明書書 ２２－－２２７７ 995544--66007711～～7788 収収納納担担当当
農農のの魅魅力力ＰＰＲＲ ２２－－２２２２ 995544--66009955 生生涯涯学学習習支支援援係係
納納付付書書再再発発行行（（市市税税）） ２２－－２２５５ 995544--66007711～～7788 収収納納担担当当

はは 肺肺ががんん検検診診 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
ババイイクク（（112255cccc以以下下））ののナナンンババーー交交付付、、名名義義変変更更、、廃廃車車届届 ２２－－２２７７ 995544--66004422 市市民民税税担担当当
母母親親((両両親親))教教室室 ３３－－３３３３ 995544--66115500 子子育育てて支支援援担担当当
パパブブリリッッククココメメンントト（（計計画画等等のの案案及及びび関関連連資資料料のの閲閲覧覧）） １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係
濱濱ととももカカーードド 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係

ひひ 非非課課税税証証明明（（市市・・県県民民税税、、住住民民税税）） ２２－－２２７７ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
ひひききここももりり相相談談（（１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
ひひききここももりり相相談談（（１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66116600 学学校校連連携携・・ここどどもも担担当当
ひひととりり親親家家庭庭等等医医療療費費助助成成 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
ひひととりり親親家家庭庭等等のの相相談談 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
被被爆爆者者医医療療給給付付・・健健康康手手帳帳 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
美美容容所所のの開開設設等等のの届届出出・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
評評価価証証明明書書（（固固定定資資産産課課税税台台帳帳登登録録事事項項証証明明）） ２２－－２２７７ 995544--66004477 土土地地担担当当
標標準準負負担担額額減減額額認認定定証証のの交交付付 １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））

ふふ 福福祉祉タタククシシーー券券（（１１８８歳歳以以上上のの身身体体、、知知的的障障害害者者）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
福福祉祉タタククシシーー券券（（精精神神障障害害児児者者）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
福福祉祉タタククシシーー券券（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
福福祉祉特特別別乗乗車車券券のの交交付付（（１１８８歳歳以以上上のの身身体体、、知知的的障障害害者者）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
福福祉祉特特別別乗乗車車券券のの交交付付（（精精神神障障害害児児者者）） 別別－－３３ 995544--66114455 障障害害者者支支援援担担当当
福福祉祉特特別別乗乗車車券券のの交交付付（（児児童童扶扶養養手手当当受受給給世世帯帯・・障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
福福祉祉保保健健活活動動拠拠点点のの管管理理運運営営 ３３－－３３１１ 995544--66114433 事事業業企企画画担担当当
福福祉祉用用具具購購入入（（介介護護保保険険）） １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
ふふぐぐ包包丁丁師師免免許許申申請請・・届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
不不在在者者投投票票 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係
不不在在住住証証明明書書 １１－－７７ 995544--66003344 登登録録担担当当
不不在在籍籍証証明明書書 １１－－１１２２ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
負負担担限限度度額額認認定定証証（（介介護護）） １１－－５５ 995544--66113388 保保険険係係（（給給付付））
不不法法投投棄棄 ２２－－２２１１ 995544--66009966 資資源源化化推推進進担担当当
文文化化振振興興 ２２－－２２２２ 995544--66009977 生生涯涯学学習習支支援援係係

へへ ペペッットトにに関関すするる相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
ほほ 保保育育所所アアルルババイイトト登登録録((市市立立園園）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係

保保育育所所運運営営指指導導 ３３－－３３３３ 995544--66117733 保保育育担担当当
保保育育所所入入所所・・保保育育料料 ３３－－３３３３ 995544--66117733 保保育育担担当当
防防火火管管理理者者のの届届出出 ２２消消－－２２ 995511--00111199 消消防防署署予予防防係係
放放課課後後児児童童育育成成（（学学童童・・放放課課後後キキッッズズククララブブ）） ３３－－３３３３ 995544--66001199 学学校校連連携携・・ここどどもも担担当当
防防災災対対策策 ２２－－２２４４ 995544--66000077 庶庶務務係係
放放置置自自転転車車（（放放置置禁禁止止区区域域以以外外のの公公道道上上）） 旭旭土土木木 995533--88880011 管管理理係係
放放置置自自転転車車（（放放置置禁禁止止区区域域内内）） ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
防防犯犯対対策策 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
防防犯犯灯灯 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
防防犯犯灯灯維維持持管管理理費費補補助助金金 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
訪訪問問理理美美容容ササーービビスス申申請請・・相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
ホホーームムレレスス支支援援 新新 995544--66110044 生生活活支支援援係係
保保健健活活動動推推進進員員会会 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
保保健健師師免免許許のの申申請請、、届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
保保険険料料納納付付相相談談（（介介護護保保険険・・国国民民健健康康保保険険・・後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険）） １１－－１１４４ 995544--66113377 保保険険係係
保保護護受受給給者者証証明明 新新 995544--66110044 生生活活支支援援係係
母母子子・・父父子子・・寡寡婦婦福福祉祉資資金金（（貸貸付付））のの申申請請・・相相談談 ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
母母子子健健康康手手帳帳交交付付申申請請 ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
母母子子訪訪問問指指導導 ３３－－３３３３ 995544--66115500 子子育育てて支支援援担担当当
補補装装具具のの申申請請（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
補補装装具具のの申申請請（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３３３ 995544--66111177 子子育育てて支支援援担担当当
ホホタタルルのの舞舞うう里里づづくくりり ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係
墓墓地地・・納納骨骨堂堂・・火火葬葬場場のの許許可可相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
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まま
ママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））カカーードドのの申申請請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受受取取（（予予約約者者ののみみ））

１１－－１１００
１１－－２２

995544--66003344 登登録録担担当当

ままちちぐぐるるみみ地地域域防防犯犯推推進進事事業業助助成成金金 ２２－－２２１１ 995544--66009911 地地域域活活動動係係
街街のの美美化化 ２２－－２２１１ 995544--66009966 資資源源化化推推進進担担当当
町町のの防防災災組組織織活活動動費費補補助助金金 ２２－－２２４４ 995544--66000077 庶庶務務係係
ままちちののルルーールルづづくくりり相相談談ココーーナナーー ２２－－２２３３ 995544--66002266 ままちちづづくくりり調調整整担担当当
窓窓口口案案内内 １１－－１１ 995544--66002222 広広報報相相談談係係

みみ 緑緑ののカカーーテテンンづづくくりり ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係
身身分分証証明明書書 １１－－７７ 995544--66003311 戸戸籍籍担担当当
未未利利用用市市有有地地のの利利用用等等ににつついいててのの相相談談 ２２－－２２３３ 995544--66002266 企企画画調調整整係係
民民生生委委員員・・児児童童委委員員、、主主任任児児童童委委員員 ３３－－３３１１ 995544--66110011 福福祉祉保保健健係係

めめ 免免許許のの申申請請、、届届出出（（医医師師、、薬薬剤剤師師、、保保健健師師、、看看護護師師、、栄栄養養士士、、調調理理師師、、製製菓菓衛衛生生師師ななどど）） ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
もも 催催物物開開催催届届出出 ２２消消－－２２ 995511--00111199 消消防防署署予予防防係係
やや 薬薬剤剤師師免免許許のの申申請請、、届届出出 ３３－－３３４４ 995544--66116666 食食品品衛衛生生係係
ゆゆ 郵郵便便等等投投票票 ２２－－２２４４ 995544--66001122 統統計計選選挙挙係係

有有料料道道路路割割引引（（障障害害者者１１８８歳歳以以上上）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
有有料料道道路路割割引引（（障障害害児児１１８８歳歳未未満満）） ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係

よよ 養養育育医医療療のの申申請請 ３３－－３３２２ 995544--66115511 ここどどもも家家庭庭係係
要要介介護護認認定定申申請請にに関関すするる問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66006611 介介護護保保険険担担当当
横横浜浜市市ががんん検検診診・・健健康康診診査査等等 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
横横浜浜みみどどりり税税のの課課税税 ２２－－２２８８ 995544--66004433 市市民民税税担担当当
予予防防接接種種（（新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンンをを除除くく）） ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
寄寄りり添添いい型型生生活活支支援援事事業業 ３３－－３３３３ 995544--66001199 学学校校連連携携・・ここどどもも担担当当

りり リリササイイククルル ２２－－２２１１ 995544--66009966 資資源源化化推推進進担担当当
罹罹災災証証明明書書（（火火災災）） ２２消消－－３３ 995511--00111199 消消防防署署警警防防第第一一係係・・第第二二係係
罹罹災災証証明明書書（（自自然然災災害害）） ２２－－２２４４ 995544--66000077 庶庶務務係係
離離乳乳食食教教室室 ３３－－３３００ 995544--66114466 健健康康づづくくりり係係
リリハハビビリリ教教室室（（機機能能訓訓練練教教室室））問問いい合合わわせせ 別別－－３３ 995544--66119911 高高齢齢者者支支援援担担当当
理理容容所所のの開開設設等等のの届届出出・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係
旅旅館館業業のの営営業業許許可可・・相相談談 ３３－－３３５５ 995544--66116688 環環境境衛衛生生係係

ろろ 老老人人ククララブブ（（かかががややききククララブブ旭旭）） 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
老老人人福福祉祉セセンンタターーのの管管理理運運営営 ２２－－２２２２ 995544--66009977 区区民民施施設設担担当当
老老人人ホホーームム入入所所相相談談 別別－－３３ 995544--66111155 高高齢齢・・障障害害ササーービビスス係係
路路線線価価（（固固定定資資産産税税））のの公公開開 ２２－－２２９９ 995544--66004477 土土地地担担当当
露露店店等等開開設設届届出出 ２２消消－－２２ 995511--00111199 消消防防署署予予防防係係
ろろびびーーぎぎゃゃららりりーー ２２－－２２２２ 995544--66009977 生生涯涯学学習習支支援援係係

わわ 忘忘れれ物物 ２２－－２２４４ 995544--66000066 庶庶務務係係

わからないときは

旭区代表電話

954－6161
までお電話ください。



振り込め詐欺
こんな手口に注意！

器機たえ備を」能機音録話通動自「、てしと策対。すで話電は口入の欺詐め込り振　
を設置することが有効です。

を手相、れ流が声音るす止抑を欺詐に時信着 …はと能機音録話通動自※ 威
い

嚇
かく

し、会話内容を
自動で録音できる機能。

◆補助の対象となる機器
（1）自動通話録音機（固定電話に取り付けるもの）
（2）自動通話録音機能を備えた固定電話機

◆対象者（以下の条件を全て満たす人）
　●区内在住の70歳以上（申請時点）
　● 報情りよに請要の察警をどな声音たれさ音録 

提供することに同意している
　●市民税などを滞納していない

◆申請方法  ※事前に電話予約が必要です。

　①機器の購入前に電話で補助金申請を予約。
　　予約時期： ５月上旬～１月下旬（予定）
　　※上限に到達次第終了
　②予約後、補助対象機器を購入。
　③区役所からお送りする書類（ にも掲載）
　　を郵送で提出。

詳しくはこちら

自動通話録音機を購
入したら無言電話

や変な電話が大きく減
りました。さらに、気持ち
の面でも不安が取り除
かれました。

不審な電話がかかってきたら旭警察署（ 361-0110）にご相談ください。

旭区 振り込め詐欺対策
検索

振り込め詐欺対策電話機などの 購入費を75％補助  します！ 最大1万円

購入者 の声

49 件

2016 年

7 3 件

2017 年

78 件

2018 年

10 4 件

2019 年

38 件

2020 年

2 億1,200 万円

1 億 3,800 万円

1 億 2,400 万円

1 億 4,200 万円

5,500 万円

被害額

被害件数

クレジットカード
います。職員が
を預かりに行きますので渡してく

クレジットカード

ださい。

クレジットカード

地域振興課地域活動係　
954-6091  955-3341

お金
ATM の話は

70歳以上

クレジットカード

ATM

お金

年金が一部未払いとなっている
ので受け取り手続きができるので
ATM に向かってください。

有料サイトの利用料金が未納
です。〇日までに
支払わないと裁判になり

〇〇万円

ます。

金融庁

年金機構

業者

です！詐欺ぎさ

振り込め詐欺の手口は年々、巧妙化していま
す。行政機関、警察等がATMの操作やカード
を受け取りに来たりすることはありません！

高齢者が狙われています
　2018年、区内では振り込め詐欺の件数が79件、被害額が過去
最悪の約2億1,300万円に上りました。2021年には、件数と被害
額が減少したものの、依然として被害は発生しています。
　また、被害者の約9割が70歳以上で、複数回被害に遭う場合も
あり注意が必要です。

旭区振り込め詐欺件数と
被害額

電話で

旭区の

      

が不正に利用されて

被害者の約９割

45 件

7 3 件

2017 年

79 件

2018 年

10 4 件

2019 年

38 件

2020 年 2021 年

2 億1,300 万円

1 億 3,900 万円

1 億 4,200 万円

5,400 万円

被害額

被害件数

6,900 万円

70歳以上
旭区振り込め詐欺件数と
被害額

被害者の約９割


