
水辺愛護会表彰式のご案内
平成30年10月25日（木） 13：30～16：30

横浜情報文化センター ６階 情文ホール 開場12：30
（横浜市中区日本大通11番地）

平成30年度 永年表彰団体

永年 区 団体名

10年 旭 中堀川プロムナード水辺愛護会

20年

旭 ゲンジの里水辺愛護会

金沢 侍従川水辺愛護会

泉 集いのまほろば水辺愛護会

栄 八軒谷戸水辺愛護会

栄 上荒井沢水辺愛護会

戸塚 えんげい塾

戸塚 坂本水辺愛護会

瀬谷 二ツ橋水辺愛護会

水辺愛護会通信

Vol.17 Ｈ30.7

横浜市道路局河川管理課

〒231-0017

横浜市中区港町1-1 

TEL 045-671-2855

FAX 045-651-0715

良好な水辺環境の維持に永
年ご協力いただいている水辺
愛護会の皆さまに感謝の気持
ちをお伝えするために、今年
も表彰式を行います。永年表
彰団体は左図の通りです。表
彰団体には後日ご案内を送付
いたします。表彰団体以外の
方はご予約不要ですので当日
直接会場にお越しください。
表彰式、活動報告会の後に講
演会を予定しています。ぜひ
ご参加ください。



健康スタンプラリーとは？
∗ 横浜市民の健康づくり活動をスタンプ対象とし、

スタンプを２つ集めた方を対象に、抽選で景品等をプレゼ
ントする事業です。

∗ 期間：平成30年7月1日～平成30年12月31日

健康スタンプラリー参加の流れ

※区役所福祉保健課にある「応募はがき回収箱」に入れるか、62円分の切手
を貼ってポストに投函してください。
お問い合わせ先：健康スタンプラリー事務局 045-548-4515 

道路局河川管理課 045-671-2855

水辺愛護会活動で健康づくり！

スタンプが２つ集まったら必要事項を記入して、景品を選んで応募しましょう！
当たりますように！一人何口でも応募できますが、重複当選はしません。

毎月の愛護会活動でスタンプを集めても、「よこはま健康スタンプラリー」の

ホームページで他のイベントを確認・参加してもスタンプを貰えます。

土木事務所や河川管理課でスタンプをもらいましょう！※代表者が全員分のカー
ドを持参し、参加人数、活動日を伝えてください。同じ月に２回活動を行っても
スタンプはひと月に1つです。

水辺愛護会活動をしましょう！

区役所（福祉保健課）や土木事務所で専用のパンフレットをもらいます。



水辺愛護会補助金申請、報告書類の書き方説明会と
ヒアリングを行いました！（Ｈ30.2～3実施）

＜書き方説明会＞
土木事務所、区役所、市庁舎を会場に59団体の参
加がありました。申請書と報告書の間違えやすい
項目について説明を行いました。

＜ヒアリング＞
説明会の後にヒアリングを行い、事前に回答い
ただいた項目（他団体との連携、表彰式、交流
会。ＰＲグッズについて）に加え、団体の特色

や課題、要望、意見等をいただきました。

＜書き方説明会ポイント＞
補助金対象にならない項目
・慶弔費・懇親会費・交際費
・繰越金・予備費・花苗
・次年度分の保険代
気を付けていただきたい項目
・修正液の使用不可・実施回
数の記入漏れ・報告写真の添
付もれ・氏名横の押印忘れ・
口座記入間違い・計算間違い
・指標金額間違い
※領収書について
10万未満は提出の必要はあり
ませんが領収書は5年間保存
しておいてください。

＜ヒアリング結果抜粋＞
回答数77団体

他団体との連携 54団体がしている
連携のきっかけ 活動場所が同じ

他団体と兼任等
表 彰 式 必要48・不要25
交 流 会 必要59・不要13
相 談 員 必要25・不要45
草 刈 機 必要15・不要65
ＰＲグッズ要望

１位 ジャンバー、ベスト
２位 のぼり
３位 タオル

＜意見・要望等＞
・花苗の購入を認めてほしい・物置を置かせてほしい
・補助金の繰越ができるようにしてほしい・他団体の活動を知りたい
・実際の活動を見に来てほしい・水辺の生物の知識が欲しい
＜河川部のこれからの取り組み＞
水辺愛護会の活性化のために河川部でプロジェクトチームを結成しま
した。いただいたご意見、ご要望を元に支援内容について検討してい
きます。



各区の水辺愛護会（Ｈ30年7月1日現在）
団体数 　　　区 番号 愛護会名 団体数 　　　区 番号 愛護会名

鶴見 49 せせらぎ緑道水辺愛護会 栄 3 洗井沢水辺愛護会

鶴見 65 入江川せせらぎ緑道（本川下流）水辺愛護会 栄 4 いたち川（稲荷森の水辺）水辺愛護会

神奈川 52 砂田川（下村橋～道慶橋）水辺愛護会 栄 16 いたち川（天神橋～新橋）水辺愛護会

神奈川 84 三ツ沢せせらぎ緑道水辺愛護会 栄 18 八軒谷戸水辺愛護会

神奈川 102 菅田町小川アメニティ水辺愛護会 栄 22 上荒井沢水辺愛護会

港南 66 平戸永谷川水辺愛護会 栄 27 飯島せせらぎ愛護会

港南 101 馬洗川を守る会 栄 32 いたち川右支川水辺愛護会

保土ケ谷 2 ホタルの里水辺愛護会 栄 42 いたち川（新橋～タツノ橋）水辺愛護会

保土ケ谷 33 花咲かせ隊 栄 54 いたち川扇橋水辺愛護会

保土ケ谷 55 今井川いこいの水辺愛護会 栄 61 尾月水辺愛護会

保土ケ谷 57 もとまち広場水辺愛護会 栄 74 いたち川右支川　本郷石橋水辺愛護会

保土ケ谷 63 森の会・水辺愛護会 栄 80 瀬上沢とホタルを守る会

保土ケ谷 79 保土ヶ谷宿松並木ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ水辺愛護会 栄 85 石原橋水辺愛護会

旭 1 追分トンボ池水辺愛護会 栄 92 尾月川辺のつつじ園愛護会

旭 12 もみの木グリーン水辺愛護会 栄 94 上郷上流水辺愛護会

旭 20 ゲンジの里水辺愛護会 栄 107 長倉町小川アメニティ愛護会

旭 67 ”帷子川はふるさとの川”の会 泉 25 集いのまほろば水辺愛護会

旭 88 中堀川プロムナード水辺愛護会 泉 28 亀谷戸せせらぎ水辺愛護会

1 磯子 90 大岡川栗木水辺愛護会 泉 31 富士見水辺愛護会

金沢 21 侍従川水辺愛護会 泉 35 憩いのまほろば水辺愛護会

金沢 41 釜利谷北谷水辺愛護会 泉 56 和泉川中央水辺愛護会

金沢 53 カマリヤン倶楽部 泉 60 地蔵原水辺愛護会

金沢 83 関ケ谷ほたるの里水辺愛護会 泉 62 もぐり橋水辺愛護会

港北 58 ときわ水辺愛護会 泉 70 親水公園広場水辺愛護会

港北 64 砂田川水辺愛護会 泉 71 クリーン神田橋水辺愛護会

緑 59 一本橋メダカひろば水辺愛護会 泉 72 クリーン宮下新橋水辺愛護会

緑 96 梅田川水辺愛護会 泉 86 ふれあいのまほろば水辺愛護会

青葉 43 黒須田リバークリーンクラブ 泉 93 いずみ桜広場愛護会

青葉 47 熊ヶ谷小川アメニティ水辺愛護会 泉 95 花友水辺愛護会

青葉 81 谷本せせらぎふれあいの道水辺愛護会 泉 103 山百合水辺愛護会

青葉 89 水辺さわやか会 泉 104 いちょう水辺愛護会

青葉 97 奈良川かわせみ会 瀬谷 6 和泉川東山の水辺愛護会

都筑 13 都田江川水辺愛護会 瀬谷 7 和泉川源流を楽しむ会

都筑 68 佐江戸せせらぎ水辺愛護会 瀬谷 11 本郷せせらぎ愛護会

都筑 91 みんなで浄念寺川せせらぎ緑道を守ろう会 瀬谷 23 二ツ橋水辺愛護会

戸塚 15 名瀬アメニティクラブ 瀬谷 38 関ヶ原の水辺愛護会

戸塚 24 えんげい塾 瀬谷 73 いきものたちの谷戸観察会

戸塚 26 坂本水辺愛護会 瀬谷 75 寺ノ脇の水辺愛護会

戸塚 36 名瀬川とあそび隊 瀬谷 76 めがね橋の水辺愛護会

戸塚 40 名瀬第一町内会ふれあいの歌舞岐水辺愛護会 瀬谷 77 広場の水辺愛護会

戸塚 45 ＡＱＵＡかるがも隊 瀬谷 78 遊水地の水辺愛護会

戸塚 46 宝来橋水辺愛護会

戸塚 48 平戸川水辺愛護会

戸塚 69 下永谷水辺愛護会　緑と花のグループ

戸塚 82 秋葉町平戸永谷川水辺愛護会

戸塚 98 川邊家庭菜園水辺愛護会

戸塚 99 名瀬川（栄橋～月見橋）水辺愛護会

戸塚 100 名瀬川上水辺愛護会

戸塚 105 上品濃小川愛護会

戸塚 106 舞岡川親水広場愛護会

戸塚 108 俣野ネオポリス自治会宇田川、谷戸川水辺愛護会
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Ｈ30年7月1日現在で
92団体の登録があります。

番号は結成順です。
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