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平成 29 年  月  日 

 自治会町内会長 各位  

横 浜 市 市 民 局 

地域防犯支援課  

「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ
エ ス コ

事業」の施工完了について（報告） 

 

早春の候 皆様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げま

す。  

 また、日頃から横浜市政の推進に御協力いただき誠にありがとうございます。  

 

 「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」につきましては、自治会町内会の皆

様に御尽力いただき、申請をいただいた鋼管ポール防犯灯のＬＥＤ化が完了いた

しました。  

 皆様の御協力のもと、無事、施工が完了したことを厚く御礼申し上げます。  

今回ＬＥＤ化した防犯灯の電気料金については、４月１日から横浜市が支払い

ます。東京電力エナジーパートナー株式会社との名義変更の手続きに関しまして

も本市が行いますので、自治会町内会において手続きの必要はございません。  

今後も引き続き、不具合の発見および連絡などの日常の見守りにつきまして、

自治会町内会の皆様の御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民局地域防犯支援課  

電話：671-3709 

FAX：664-0734 

１ 平成 28 年度鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業区別交換灯数 

２ ＬＥＤ化できなかった鋼管ポール防犯灯の今後の取扱について 

３ ＬＥＤ防犯灯の不具合発見時等の連絡先について 

４ 平成 28 年度鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業工事結果報告の見方

について 

５ 電気料金について 

<別紙> 

・平成 28 年度ＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業工事結果報告（見本） 

・東京電力パワーグリッド株式会社からのお知らせ 

「ＥＳＣＯ事業による防犯灯ＬＥＤ化に伴う電気料金について」  

市連会 3 月定例会説明資料 

平成 29 年 3 月 10 日 

市民局市民協働推進部地域防犯支援課 



 

１ 平成 28 年度鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業区別交換灯数 
 

平成 29 年２月 28 日現在  
区名  完了灯数  管理番号  

鶴見区  1,261 Ｙ鶴見区  ＡＰ○○   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼管ポールに設置され

ている管理プレートで

す。（黄色）  

アルファベットの次に

４ケタの数字が入りま

す。  

神奈川区  1,366 Ｙ神奈川区 ＢＰ○○  

西区  441 Ｙ西区   ＣＰ○○  

中区  752 Ｙ中区   ＤＰ○○  

南区  1,057 Ｙ南区   ＥＰ○○  

港南区  965 Ｙ港南区  ＦＰ○○  

保土ケ谷区  1,284 Ｙ保土ケ谷区ＧＰ○○  

旭区  1,004 Ｙ旭区   ＨＰ○○  

磯子区  896 Ｙ磯子区  ＪＰ○○  

金沢区  1,098 Ｙ金沢区  ＫＰ○○  

港北区  1,316 Ｙ港北区  ＬＰ○○  

緑区  772 Ｙ緑区   ＭＰ○○  

青葉区  1,331 Ｙ青葉区  ＮＰ○○  

都筑区  651 Ｙ都筑区  ＰＰ○○  

戸塚区  1,076 Ｙ戸塚区  ＱＰ○○  

栄区  582 Ｙ栄区   ＲＰ○○  

泉区  754 Ｙ泉区   ＳＰ○○  

瀬谷区  522 Ｙ瀬谷区  ＴＰ○○  

合計  17,128   
 
 
２ ＬＥＤ化できなかった鋼管ポール防犯灯の今後の取扱について  

平成 28 年度に鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業でＬＥＤ化の申請をい

ただいたもので、防犯灯設置承諾書の添付が無かったものや障害物（ＣＡＴＶ

線、カーブミラー、看板等）が設置されていたため、ＬＥＤ化できなかったも

のについては、防犯灯設置承諾書の取得や障害物の撤去を行い、下記の期限ま

でに、その旨の御報告をいただいた場合には、平成 29 年度中のＬＥＤ化を検

討します。  

 

報告期限 ：平成 29 年７月 31 日（月）  

報告先：各区役所地域振興課、または、市民局地域防犯支援課  

 

 

 

 



 

３ ＬＥＤ防犯灯の不具合発見時等の連絡先について  
  ＬＥＤ防犯灯に不具合があった際には、下記の内容を各区役所地域振興課、

または、市民局地域防犯支援課まで御連絡ください。  

＜お知らせいただきたい内容＞  

①管理番号  

②住所、民家等の目標物  

 ③不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点灯している」その他）  

④不具合発生の時期（気づいた日）及び時間帯  

＜連絡先＞  

港北区役所地域振興課 電話：045-540-2243 FAX：045-540-2245 

市民局地域防犯支援課 電話：045-671-3709 FAX：045-664-0734 

 

 

４ 平成 28 年度鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業工事結果報告の

見方について  
（１）ＥＳＣＯ事業の申請書で記入いただいた防犯灯の情報を１灯につき１行

で表示し、単位自治会町内会ごとにまとめています。  

ＥＳＣＯ事業でＬＥＤ化できなかった鋼管ポール防犯灯の情報や、ＬＥ

Ｄ化を希望されなかった防犯灯の情報も記載されています。  

（２）記載内容  

  ア 申請書通し番号 自治会町内会が申請書に記載した「通し番号」です。  

  イ 管理番号    鋼管ポールに設置されている「黄色い管理プレートの

番号」です。  

ウ 柱の種類    「鋼管ポール」か、移設した「東電柱かＮＴＴ柱」を  

記載しています。  

エ 電柱番号    東京電力柱の番号です。  

オ ＮＴＴ番号   ＮＴＴ柱の番号です。  

カ 工事内容    交換か移設かを記載しています。  

キ 備考  

左 側  右 側  

ＬＥＤ化済み  
29 年度からは維持管理費補助金の対象ではあ

りません。  

ＬＥＤ化できませんでした  ＬＥＤ化できなかった理由を記載しています。 

－  
自治会町内会がＬＥＤ化を希望しなかったも

の、撤去希望だったものを記載しています。  

 ク 別紙      ＬＥＤ化できなかった理由の詳細については、別紙で  

御確認ください。  

 



 

５ 電気料金について  
（１）「４月分」御請求の電気料金について  

ＥＳＣＯ事業によりＬＥＤ化した防犯灯は、平成 29 年４月１日付で自治会

町内会名義から横浜市名義に変更しますが、３月の検針日から３月 31 日まで

の日割の電気料金は自治会町内会にお支払いいただく必要があります。  

３月 31 日までの日割の電気料金は、東京電力エナジーパートナー株式会社

から「４月分 (※ )」としての御請求となりますのでよろしくお願いします。  

※３月分の電気料金は、２月検針日から３月検針日前日までとなります。よ

って、３月検針日から３月 31 日までは４月分として請求されます。  

 

（２）電気料金の御精算について  

  一括前払契約によりお支払いいただいている自治会町内会においては、東京

電力エナジーパートナー株式会社との前払金額の過不足精算がございます。  

 

（３）電気料金に関するお問い合わせ先  

  電気料金のお支払いや御精算に関するお問い合わせは、下記の東京電力エナ

ジーパートナー株式会社カスタマーセンターまでお願いします。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東京電力エナジーパートナー株式会社  カスタマーセンター神奈川（第一）  

電話番号  ：  ０１２０－９９－５７７２   

  サービス区域：横浜市（泉区・戸塚区・栄区全域、港南区の一部を除く）  

■東京電力エナジーパートナー株式会社  カスタマーセンター神奈川（第二）  

電話番号  ：  ０１２０－９９－５７７６  

  サービス区域：カスタマーセンター神奈川（第一）以外の区域）  

■受付時間 月曜日～土曜日（休祝日を除く）９時～１７時  



　鶴見区 平成29年2月28日

ア
↓

ウ
↓

オ
↓

カ
↓

申請書
通し番号

柱の種類 NTT番号 工事内容

1 ２ AP 1001 鋼管ポール ― 交換 LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

2 ３ AP 1002 鋼管ポール ― 交換 LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

3 ４ AP 2 東電本柱 道念 1230 ― 移設 LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

4 ５ AP 9 東電小柱 道念 809A ― 移設 LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

5 ６ AP 13 NTT柱 木村支右3/4 移設 LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

6 ８ AP 1006 鋼管ポール ― 交換 LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

7 ９ AP 1007 鋼管ポール ― 交換（契約なし） LED化済み
29年度からは維持管理費補助金の対象
ではありません

8 ７ AP 3 東電小柱 ― ― LED化済み
他の自治会申請でLED化済み
（維持管理費補助金の請求はできません）

9 1 ― ― LED化できませんでした 承諾書なし

10 10 ― ― LED化できませんでした 自治会所有でない

11 11 ― ― LED化できませんでした 他の自治会申請でLED化済み

12 12 ― ― LED化できませんでした ポール不良

13 13 ― ― LED化できませんでした 設置の基準を満たさない

14 14 ― ― LED化できませんでした 自治会以外の契約

15 15 ― ― LED化できませんでした 電線以外のものが付いている

16 16 ― ― ― ＬＥＤ化の希望がありませんでした

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※LED化できなかった理由については別紙をご覧ください。

平成28年度　鋼管ポールLED防犯灯ESCO事業

工事結果報告（見本）

068○○○自治会様

管理番号 電柱番号 備　　　考

イ
↓

エ
↓

キ
↓

1/1



市民局 地域防犯支援課

項　　目 LED化できなかった理由

ＬＥＤ化できま
せんでした 連接ポールに不良あり

一つの契約で、何本か繋がっている鋼管ポールのうちの一部にLED
化できないものがある

ＬＥＤ化できま
せんでした ポールの高さ不足

LED防犯灯の取付位置が道路占用許可基準の地上高を確保できな
い

ＬＥＤ化できま
せんでした 電線以外の線あり 電話線やCATVの線など、電線以外の線が引かれている

ＬＥＤ化できま
せんでした

防犯灯以外のものが付
いている

カーブミラーや看板等の付属物が取付けられている

ＬＥＤ化できま
せんでした 防犯灯が付いていない 鋼管ポールに防犯灯が付いていない

ＬＥＤ化できま
せんでした 電柱のため 鋼管ポールでなく、東電柱やNTT柱であるため

ＬＥＤ化できま
せんでした

横浜市ＬＥＤ防犯灯設置
済

既に横浜市のＬＥＤ防犯灯が設置されている

ＬＥＤ化できま
せんでした

他の自治会の申請でLED化済み
（維持管理費補助金の請求はでき
ません）

他の自治会町内会と二重に申請され、他の自治会町内会の申請で
LED化済みのもの

ＬＥＤ化できま
せんでした 申請の取り消し

LED化の申請後に、自治会町内会の事情で申請が取り消されたも
の

ＬＥＤ化できま
せんでした 自治会所有でない

ポールがＣＡＴＶ柱や個人宅の引込柱などで、自治会町内会の所有
でないもの

ＬＥＤ化できま
せんでした 電源なし 防犯灯に電線が引かれていない

ＬＥＤ化できま
せんでした 電源不明 防犯灯の電線を、どこからひいているのか不明

ＬＥＤ化できま
せんでした 屋内電源のため 防犯灯の電線が電柱からでなく、民家などから引かれている。

ＬＥＤ化できま
せんでした ポール不良

曲り、傾き、腐食、穴あきなどでポールの状態が極めて悪く工事が
できない

ＬＥＤ化できま
せんでした ポール壁固定等 ポールが自立しておらず壁等に固定されている

ＬＥＤ化できま
せんでした デザイン灯 商店街灯のようなデザインされた照明灯でLED化の対象でないもの

ＬＥＤ化できま
せんでした ポールが現地に無い 申請対象のポールが現地で確認できない

ＬＥＤ化できま
せんでした

設置の基準を満たしてい
ない

駐車場や個人宅の通路、団地内の専用通路などを照明している

ＬＥＤ化できま
せんでした ポール撤去済 申請対象のポールが撤去済み

ＬＥＤ化できま
せんでした 自治会以外の契約 防犯灯の電気使用の契約が、自治会町内会となっていない

ＬＥＤ化できま
せんでした 承諾書なし

民地内に設置されている鋼管ポールで、土地の使用承諾書がない
もの

ＬＥＤ化できま
せんでした 移設希望 移設先がなかったため等

ＬＥＤ化できま
せんでした 撤去希望 撤去希望のため

ー
LED化の希望がありません
でした

自治会町内会がLED化を希望しなかったもの、撤去希望だったもの

【別紙】　　　　ＥＳＣＯ事業でＬＥＤ化できなかった理由について



平成２９年３月 

各自治会町内会さま  

東京電力パワーグリッド株式会社  

  

横浜市さまＥＳＣＯ事業による防犯灯ＬＥＤ化に伴う電気料金について（お知らせ） 

  

ＥＳＣＯ事業による防犯灯ＬＥＤ化に伴い，各自治会町内会さまから横浜市さまへ防犯灯

の管理移管を行う電気料金の精算等について，下記のとおりご案内させていただきます。 

  

記  

  

１． 防犯灯ＬＥＤ化に伴う電気料金の切替日  

■ 平成２９年４月１日  

※ なお，４月１日付の電気料金の切替に伴い，自治会町内会さまに行っていただく

手続きはございません。  

  

２． ４月分電気料金（日割）のイメージ  

＜引続き自治会町内会さまで管理する防犯灯がある場合＞ 

＜自治会町内会さまで管理していた防犯灯が全てＬＥＤ化され横浜市に移管した場合＞ 

 
 

※『検針日』とは電気料金の算定期間の区切りとなる日 
※『電気料金算定期間』は，前月の検針日から当月の検針日前日までの期間 

請求月分 
 自治会さま ： 全数分月額料金（２月検針日～３月検針日前日） 

内訳 

３月 
４月 

５月 

５月 

 横浜市さま ： 移管分日割料金（４月１日～４月検針日前日） 
４月 

３月 
 自治会さま ： 移管分日割料金（３月検針日～３月３１日） 
        ＋管理継続本数月額料金（３月検針日～４月検針日前日） 

４月 
（日割） 

４月 
（日割） 

自治会さま（日割：終分） ＋ 管理継続本数分（月額） 横浜市さま（日割：初回） 

２月検針日 
▼ 

３月検針日 
▼ 

４月検針日 
▼ 

５月検針日 
▼ 

４月１日 

※『検針日』とは電気料金の算定期間の区切りとなる日 
※『電気料金算定期間』は，前月の検針日から当月の検針日前日までの期間 

３月 ５月 

内訳 請求月分 
３月  自治会さま ： 全数分月額料金（２月検針日～３月検針日前日） 

４月  自治会さま ： 移管分日割料金（３月検針日～３月３１日） 
 横浜市さま ： 移管分日割料金（４月１日～４月検針日前日） 

４月１日 

４月 
（日割） 

４月 
（日割） 

自治会さま（日割：終分） 横浜市さま（日割：初回） 

２月検針日 
▼ 

３月検針日 
▼ 

４月検針日 
▼ 

５月検針日 
▼ 

  



 
 

３． 自治会町内会さまにおけるお支払い方法別イメージ  

 

 
 
４． 問い合わせ先  

 

  ■東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーセンター神奈川（第一） 

   電話番号：０１２０－９９－５７７２ 

   サービス区域：横浜市（泉区・戸塚区・栄区全域,港南区の一部を除く） 

    ※受付時間 月曜日～土曜日（休祝日を除く）９時～１７時 

   

■東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーセンター神奈川（第二） 

   電話番号：０１２０－９９－５７７６ 

   サービス区域：カスタマーセンター神奈川（第一）以外 

※受付時間 月曜日～土曜日（休祝日を除く）９時～１７時 

 

  ※東京電力パワーグリッド株式会社は,本業務を東京電力エナジーパートナー株式会社 

より受託しております 

以 上    

②管理継続本数分（月額） 請求なし

振込票（まとめ請求含む）

①移管本数分（日割）
＋②管理継続本数分（月額）

①移管本数分（日割）
口座振替（まとめ請求含む）

　＊金融機関等の口座から振替
　　によりお支払いのお客さま

　＊振込票にて金融機関やコン
　　ビニエンスストア等でお支
　　払いのお客さま

＜電気料金支払い方法＞

４月分 ５月分

＜一部移管＞ ＜全部移管＞

引き続き自治会町内会で
管理する防犯灯がある場合

全てＬＥＤ化され
横浜市に移管する場合

＜一部移管＞ ＜全部移管＞

4月精算済み
①移管本数分（日割）

※前年前払い金と過不足精算

今まで通り全本数分の１年分
（または半年分）

※4/1付の移管切替に伴う差額は
次回の切替月にて過不足精算

引き続き自治会町内会で
管理する防犯灯がある場合

全てＬＥＤ化され
横浜市に移管する場合

引き続き自治会町内会で
管理する防犯灯がある場合

全てＬＥＤ化され
横浜市に移管する場合

引き続き自治会町内会で
管理する防犯灯がある場合

全てＬＥＤ化され
横浜市に移管する場合

切替月が６月以降の自治会町内会

＜一部移管＞ ＜全部移管＞

②管理継続本数分の１年分
（または半年分）

※前年前払い金と過不足精算

＊公衆街路灯契約等の定額制
　　契約で、１年分または半年
　　分を口座振替による前払い
　　でお支払いのお客さま

一括前払い契約

＜電気料金支払い方法＞

切替月が４・５月の自治会町内会

＜一部移管＞ ＜全部移管＞


