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自治会町内会の加入促進・活動支援に向けた取組について 

 

 地域社会のつながりの希薄化が指摘される中、市民が主体的に地域活動を促進していくため、 

平成 23年 3月に、「横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例」が施

行されました。 

 地域では、身近な暮らしの中での助け合いや親睦を深めるため、自治会町内会が中心となり、住

民福祉の向上や地域コミュニティの充実に取り組んでいただいています。 

 自治会町内会の最新の加入状況と加入促進・活動支援の取組状況について報告します。 

 

１ 自治会町内会への加入状況 

（１）平成 31年 4月 1日の加入状況 

 

区   分 世帯数（世帯） 加入世帯数（世帯） 加入率（％） 

平成 31 年度 1,700,306 1,230,968 72.4 

平成 30 年度 1,680,768 1,233,118 73.4 

増▲減        19,538 ▲2,150 ▲1.0 

 

（２）自治会町内会加入世帯数及び加入率の推移 

 

市民・文化観光・消防委員会 

令 和 元 年 1 2 月 1 ７ 日 

市      民     局 
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（３）区別自治会町内会加入率 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参  考】自治会町内会の現況 

 

1 組織（平成 31年 4月 1日現在） 

自治会町内会（単位町内会） 2,857団体 

地区連合町内会（地区連）    253 団体（加入自治会町内会 2,611団体） 

   区連合町内会（区連会）     18団体 

   横浜市町内会連合会（市連会） 1団体 

 

2 規模（平成 31年 4月 1日現在） 

 単位町内会 

平均：1団体あたり 約 430世帯 

最大：4,662世帯（港北区） 

最小：3世帯（戸塚区） 

   地区連合町内会 

    最大：25,242世帯（港北区） 

    最小：532 世帯（青葉区） 
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自治会町内会加入状況（平成31・30年度の比較）

世帯数 加入世帯数 加入率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ａ' Ｂ' Ｂ'／Ａ'

（世帯） （世帯） （％） （世帯） （世帯） （％）

鶴見 139,035 2,099 103,295 193 74.3% -1.0% 136,936 103,102 75.3%

神奈川 124,944 1,592 85,738 519 68.6% -0.5% 123,352 85,219 69.1%

西 54,931 1,265 35,347 207 64.3% -1.1% 53,666 35,140 65.5%

中 80,627 747 50,970 295 63.2% -0.2% 79,880 50,675 63.4%

南 99,353 1,405 75,772 ▲ 207 76.3% -1.3% 97,948 75,979 77.6%

港南 93,453 877 70,452 ▲ 289 75.4% -1.0% 92,576 70,741 76.4%

保土ケ谷 95,533 708 71,638 ▲ 414 75.0% -1.0% 94,825 72,052 76.0%

旭 105,633 1,103 82,393 ▲ 100 78.0% -0.9% 104,530 82,493 78.9%

磯子 76,719 612 56,521 ▲ 133 73.7% -0.8% 76,107 56,654 74.4%

金沢 88,170 494 71,234 ▲ 33 80.8% -0.5% 87,676 71,267 81.3%

港北 169,757 2,416 112,574 ▲ 82 66.3% -1.0% 167,341 112,656 67.3%

緑 77,265 955 56,906 ▲ 400 73.7% -1.4% 76,310 57,306 75.1%

青葉 128,695 1,265 93,225 ▲ 232 72.4% -0.9% 127,430 93,457 73.3%

都筑 83,052 1,303 51,012 ▲ 485 61.4% -1.6% 81,749 51,497 63.0%

戸塚 118,659 1,958 85,105 ▲ 16 71.7% -1.2% 116,701 85,121 72.9%

栄 51,219 180 41,774 ▲ 228 81.6% -0.7% 51,039 42,002 82.3%

泉 62,010 367 47,423 ▲ 342 76.5% -1.0% 61,643 47,765 77.5%

瀬谷 51,251 192 39,589 ▲ 403 77.2% -1.1% 51,059 39,992 78.3%

合計 1,700,306 19,538 1,230,968 ▲ 2,150 72.4% -1.0% 1,680,768 1,233,118 73.4%

＊「世帯数」は、横浜市人口ニュース（政策局統計情報課）の世帯数データ（平成31年4月1日現在）を引用。

世帯数 加入世帯数 加入率

対Ｈ30
増減

対Ｈ30
増減

対Ｈ30
増減

（平成31・30年4月1日現在）

平成31年 平成30年

区名
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２ 自治会町内会加入促進 

 

 

 

 

 

（１）加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～ 

ア 区の取組 

・加入受付、相談、取次 

区役所の窓口に申し出があった加入希望者の、当該自治会町内会への取り次ぎを実施。 

    （平成 30年度 1,159件） 

・加入を勧めるパンフレットの作成、配布 

パンフレットを転入者向け案内セットとともに配布。 

・宅建協会との連携 

平成 21年度の協定に基づき、宅建支部と区役所により、加入に向けた取組を実施。 

・各種イベントなどでのキャンペーン 

区役所や地域でのイベントで、加入促進キャンペーンを開催。 

・マンション開発情報の共有 

建築局に提出されたマンションの計画情報を地元の自治会町内会に情報提供。 

（平成 30年度 190件） 

 イ 局の取組 

・加入促進チラシの作成、配布 

    子育て世代や集合住宅入居者など、対象者別のチラシを作成し、各種イベントなどで配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不動産関係団体への協力依頼 

開発業者や入居予定者などから自治会町内会の設立や区域等に関する問い合わせがあっ

た場合に、取次を依頼するなどの協力を要請。 

＜依頼先＞不動産協会、マンション管理業協会、全国住宅産業協会、UR都市機構、全日本不動
産協会 

横浜市内を主な営業基盤とする不動産会社等に対し、店舗でのチラシの配架・配布を依頼。 

＜依頼先＞UR都市機構、ナイス 株式会社、リスト 株式会社、株式会社 三春情報センター、相鉄
不動産販売 株式会社 

集合住宅入居者向けチラシ 一般向けチラシ 子育て世代向けチラシ 

自治会町内会加入促進の三つの視点 

加入を働きかける 活動を知らせる 魅力を高める 
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・各種イベントでの PR 

イベント名 内容 

きずな町内会わくわく体験 小中学生向け体験イベント「子どもアドベンチャー」に出展

し、自治会町内会の行事体験を通してＰＲ。 

（8月 16・17日、関内ホール、来場者数約 500人） 

子どもあんぜんフェスタ 安全啓発イベントに出展し、自治会町内会の活動を PR。 

（10月 21日、トレッサ横浜、来場者約 400人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）活動を知らせる ～情報を積極的に発信～ 

 ア 区の取組 

・広報よこはま区版への自治会町内会の特集記事等の掲載 

・区連会ホームページの開設支援等 

 イ 局の取組 

・広報よこはま市版に、自治会町内会の特集記事等を掲載 

・加入促進ポスターの掲示 

（区役所、地区センター等公共施設、地下鉄ブルーライン各駅） 

・「成人の日を祝うつどい」でスライド上映、小冊子での活動ＰＲ 

・自治会町内会活動紹介パネル展（市庁舎 1階） 

 

（３）魅力を高める ～会の運営を支援し、活動を活性化～ 

 ア 区の取組 

  ・自治会町内会向け「活動の手引き」を作成、配付 

  ・役員向け研修会の開催（新任会長、会計担当など） 

・自治会町内会の区域図を作成 

 イ 局の取組 

・自治会町内会向け講習会 

    自治会町内会の運営や加入促進の講演と、自治会町内会による活動事例の発表をセットに

した講習会を方面別に実施。（H31：南、泉、港北）また、会報紙作成講習会を実施。 

 

加入促進ポスター 

子どもあんぜんフェスタの様子 きずな町内会わくわく体験の様子 
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  ・活動事例集の発行 

自治会町内会相互の情報共有を図るため、加入促進や活性化の先進的な事例を掲載する

「ハマの元気印 自治会町内会情報交流誌」を発行。 

（H31：過去 5回発行した事例集を分野ごとにまとめた「ダイジェスト版」を発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特徴的な区の取組 

  ・多言語版加入促進パンフレットの作成（中、南、磯子、緑） 

  ・「防災活動」を意識した PR 

    旭区：防災活動をメインとした加入案内の作成。 

    青葉区：防災マップに自治会町内会の PRを掲載。 

    保土ケ谷区・瀬谷区：自治会町内会と連携し、新規加入者へ防災グッズを配付。 

戸塚区：集合住宅向けの防災講座で、自治会町内会のチラシを配付。 

 

３ 自治会町内会活動への補助 

（１）地域活動推進費補助（30 年度決算額 1,097,082千円） 

補助内容：自治会町内会や地区連合町内会が実施する公益的活動に対する補助 

     補助率 3分の 1 ※ただし、加入世帯数に応じた限度額あり 

 

（２）自治会町内会館整備費補助（30年度決算額 109,210千円） 

補助内容 

補助率 補助限度額 

整備費の 

2分の 1 

新築・購入  12,000千円 

増築・改修   5,000千円 

修   繕   2,000千円 

 

（３）防犯灯維持管理費補助（30年度決算額 22,231千円） 

   補助内容：1灯あたり 年額 2,200円 

 

活動事例集「ハマの元気印」 
ダイジェスト版 

自治会町内会による講習会の様子 
（事例発表・南区） 
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（４）地域防犯カメラ設置費補助（30 年度決算額 24,569千円） 

   補助内容：1台あたり 補助率 10分の 9 補助限度額 324千円 

 

（５）町の防災組織活動費補助（所管：総務局 30年度決算額 206,583千円） 

   補助内容：世帯数×160円 

 

４ 団体相互の連携支援 

地域運営補助金（30年度決算額 22,558千円 17区 110 地区に交付） 

自治会町内会と様々な主体が連携・協働しながら課題解決に取り組む活動を支援 

＜主な連携団体＞地区社会福祉協議会、商店街、地区青少年指導員協議会、地区スポーツ推進

委員協議会、地域ケアプラザ等地域施設、NPO、ボランティア団体、PTAなど 

 

５ その他 

（１）地域への情報提供 

   市町内会連合会や各区連合町内会を通じ、各自治会町内会へ行政情報等を提供（月 1回程度） 

 

（２）市職員への周知 

  ア 地域活動への理解と市の取組を周知するため、市職員の庁内ＬＡＮ「YＣＡＮ」で、 

「地域を知ろう 絆・支え合い通信」を配信 

イ 市職員向け研修「いきいきライフプランセミナー」において地域活動への参加を呼びかけ 

 
 

（３）自治会町内会長の永年在職表彰を実施 （30年度 153 人） 

年 数 5 年 10 年 15 年 20 年 25 年 30 年 35 年 40 年 45 年 

人 数 159人 77 人 33 人 16 人 4 人 9 人 3 人 0 人 1 人 

 

年 数 連長 10年 連長 20年 

人 数 9 人 1 人 
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各区の取組 
（令和元年 10月 31日時点） 

鶴

見 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・加入促進カレンダーの作成・配布・販売 

・加入促進リーフレットを区民利用施設等で配架及び転入者セットに同封し配付 

・区内に建設される大規模マンションに対して、戸籍課と連携し、加入促進のための出前説

明会を実施予定 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・タウンニュースや他の広報媒体に加入促進広告（活動内容）を掲載 

・広報よこはま(区版)への掲載（５月）等 

・区連会ＨＰのコンテンツを拡充予定 

・２階待合スペースのモニターに自治会町内会の活動を掲載 

・東電タウンプランニングの事業により、電柱広告へ現地の自治会名の記載を実施 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・カレンダー以外の加入促進グッズの作成・配布（１月～）【新規】 

・地域活動推進費説明会（４月） 

神

奈

川 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・加入促進チラシ（申込書付き）を転入者へ配布するとともに、地域振興課窓口で配布 

・地域のイベント等で加入促進うちわを配布 

・生協主催の住宅斡旋説明会において加入促進チラシを配布（２～３月） 

・建築局に提出された建築情報を該当の自治会町内会へ連絡するとともに、建築業者に加入促進

の協力を依頼 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・横断幕掲出（区民祭り及び戸籍課待合スペース）収集車による広報等継続事業の実施 

・区連会ホームページを更新（随時）（各種届様式更新、定例会資料更新） 

・町内会で使用する回覧板を作成、回覧板に町内会の活動を載せることで、活動に参加していない

加入者に改めて町内会活動を知ってもらう 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・地域のイベントなどで配布できる加入促進グッズを作成し、自治会町内会に配付 

・会長研修会（年１回、7月） 

・地域活動推進費補助金説明会（年３回、４月） 

・会の運営方法等を記載した地域活動ハンドブックを要望に応じて配布 

西 【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・加入促進パンフレット（加入申込ハガキ付き）を転入者に配布するとともに、地域振興課、区

政推進課広報相談係窓口にて配布 

・不動産業者等からの自治会町内会設立、自治会町内会加入等の相談・問合せの対応 
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【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・区民ホールにて加入促進のパネルを展示（平成 31年４月１日～4月 26日）。 

・区連会ホームページの運用及び内容を更新（随時） 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・加入促進グッズを作成し、自治会町内会に配布。（クリアファイルをパンフレットとセットで配布） 

・区役所の事業ＰＲ記事を掲載した回覧板を作成、希望のあった自治会・町内会に配布（２

～３月配布予定）【新規】 

・自治会・町内会活動ハンドブックを新任会長に送付（８月） 

・地域活動推進費説明会の開催（３月） 

中 【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・連携する自治会町内会を募り、未加入マンションへの働きかけ 

・加入受付ＢＯＸを戸籍課フロアに常時設置 

・多言語（英・中（繁体・簡体字）・韓）の加入促進リーフレットを区民利用施設や地域のイ

ベント等で配布・配架 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・タウンニュースに加入促進広告の掲載（３月下旬） 

・区内の電柱（１か所）に、自治会町内会参加・加入案内の情報を掲載 【継続設置中】 

・多言語広報誌への掲載（自治会町内会活動の紹介等） 

・区連会ホームページリニューアル（既存ＨＰ見直し[自治会町内会活動の情報発信や、活動

における手続方法等の掲載内容]検討中 

（３月下旬）【新規】 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・加入促進グッズを作成し、自治会町内会に配付（地域イベント等で活用） 

・自治会町内会区域図更新 

・地区情報カルテ作成【新規】 

（地域ごとの状況把握を行い、自治会町内会加入促進や、地域の安心・安全の取組、地域

福祉の推進に活用予定）（３月下旬） 

・自治会町内会長等研修会（年１回／11 月）（複雑化する地域の諸課題の解決に向けて、ど

のようなリーダー行動を取るべきか、その考え方を学習・情報交換し、今後の参考とする

ことを目的として開催） 

・実務研修会（年 1回／３月）（地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金の申請書類作成の

ポイントについて） 

・チラシやリーフレットを作成し、自治会町内会に配付 

・加入促進について会長や役員の方達との意見交換 
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南 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・多言語(６か国語)版加入促進リーフレットを区窓口で配布（随時） 

・区民まつり等のイベントにおいて、加入ＰＲ物等の配布 

・区への転入手続き者への配布物と一緒に加入促進リーフレット（加入申込書）を配布（随時） 

外国の方の転入手続き者への配布物と一緒に多言語版加入促進リーフレット（加入申込書）を配

布（随時） 

・宅建協会南部支部及びＵＲ都市機構に協力を依頼し、物件契約時に居住者に対して自治会町内

会の加入促進リーフレット（加入申込書）を配付（随時） 

・新たに作成した若い世代向けの加入促進リーフレットを各事業で配布するとともに、活用希望のあ

った各自治会町内会にも配付し、地域での加入促進に活用してもらう 

・赤ちゃん教室開催時に保健師から加入促進リーフレットを配布 

・来庁者が書類等を入れるための袋として手提げバッグを作成。（中には加入促進リーフレットが入

っている）【新規】 

・各課で集客が見込まれる事業（サッカーの区民 Day・消防出初め式）や、こども家庭支援

課の「こんにちは赤ちゃん訪問事業」でも手提げバックを活用【新規】 

・多言語版加入促進リーフレットと加入促進グッズをセットにし、外国人が多く集まるイベントで啓発を

実施予定【新規】 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・タウンニュースに活動内容を掲載（令和元年７月～令和２年２月）及び名刺広告を掲載 

・区連会ホームページの運用及び内容を更新（随時） 

・区内の電柱（１か所）に、自治会町内会加入啓発の文言を掲載 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・自治会町内会を案内するための区域図を配付 

・地域活動推進費説明会（５月） 

・自治会町内会加入促進 Q＆A（HPで公開。要望があれば印刷してお渡し） 

港

南 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・地域のイベントや啓発イベントで加入チラシを配布 

・加入促進グッズを作成、地域イベントや啓発キャンペーン等で配布 

・建築局に提出された「標識設置届」に基づき、建築業者に加入促進の協力を依頼 

・転入者配布セットと一緒に加入リーフレットを配布（随時） 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・区連会ホームページのページ内容を更新（随時）（各種届様式更新、定例会資料更新） 

・連合活動紹介パネルの展示（４月１回、10月１回実施） 

・区連会会報誌「ひまわりの声」作成、配布（12 月発行予定） 

・タウンニュースに広告を掲載（8 月、1 月、3 月実施予定） 
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【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・公務員住宅跡地等の開発・販売業者と自治会町内会及び連合との情報共有を進める 

・地域活動推進費説明会（５月） 

・新任会長研修会（年１回、６月） 

・連合開催の夏祭り、秋イベントポスター作成 

保

土

ケ

谷 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・自治会町内会への加入促進パンフレットを転入者及び母子手帳交付時に配布（通年） 

・ごみ集積場所掲示用の加入案内を自治会町内会に配布。ごみ集積場所は、自治会町内会への

加入未加入に関わらず、誰しもが利用することから、幅広い住民への加入の働きかけを図る。 

・加入申込書も兼ねた区長名での加入案内文を自治会町内会から未加入世帯に個別配布を実施。

また、当該案内を通じて加入した世帯には、粗品（簡易防災セット）を自治会町内会から贈呈。 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・自治会町内会活動ＰＲのための区連会ＨＰの更新 

・広報よこはま４月号にて自治会町内会活動を各地区連長の写真とともに紹介【新規】 

（転入者の多い４月に、広報よこはま区版特集記事で、自治会町内会活動の一例を紹介、

ごみ集積場所の維持管理、子育て支援、高齢者支援など、自治会町内会活動のうち生活に

密接に関わる分野について、地区連長の写真入りで紹介し、自治会町内会を身近に感じて

もらえるよう工夫） 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・「自治会町内会ガイドブック」（活動の手引き）の作成（６月） 

・新任会長研修会（年１回、６月） 

・地域活動推進費相談窓口（６月） 

・自治会町内会広報掲示板設置補助金（７～９月：申請、１０月～：交付） 

旭 【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・区民まつり（10月）等において、加入促進グッズを配布 

・市が結んだ協定に基づき、地元不動産業界と加入促進についてのさらなる協力を依頼（通年） 

・各イベントで加入促進グッズを配布 

・旭ジャズまつりのプログラム広告として自治会加入促進案内を掲載(７月) 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・広報よこはま区版に自治会町内会の活動紹介や役員として活躍されている方のインタビュ

ーを掲載（４月） 

・タウン紙に自治会町内会への加入促進の広告を掲載（３月予定） 

・区役所で加入促進のための自治会町内会活動紹介パネル展示（３月予定） 

・自治会町内会区域図を入れた加入案内の町内会の活動欄を、防災活動をメインとした内容

に刷新して増刷（刷新５ 月・増刷 9 月、12 月予定） 転入者に渡す広報物に同封して、

配布【新規】 
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【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・自治会町内会の概要紹介冊子を自治会町内会長に５部ずつ配布(３月作成４月配布) 

・自治会町内会において役員として運営に寄与している方に感謝状等を贈呈（12 月予定） 

磯

子 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・転入時・母子手帳配布時等に配布。自治会加入案内（加入申込書）の多言語版の配布。 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・区連会のホームページの情報更新など。 

・自治会町内会の新設案内時、区連会 HPでの掲載などを行う。 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・自治会町内会向けの広報・会計の講習会の実施（８月～10 月・計５回） 

（自治会町内会の広報・会計の講習会の実施について、平日のみから休日にも実施。） 

・加入促進グッズの作成（10月・3月（予定）） 

・新任自治会町内会長研修会の実施。（「活動の手引き」を使用し、平日（５月）と休日（６

月）の２回実施。） 

・自治会町内会向けに、予算書・決算書の作成支援に対応した会計システムを配布。 

金

沢 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・４月の区連会に「町内会加入促進」の議題を提出し、加入促進のパンフレットを希望する

町内会に配布し、未加入者へ働きかけを依頼。 

・区民まつりでの加入促進（10月 20日） 

・区窓口で加入取次、転入者用パンフレットセットに加入促進リーフレット同封 

・加入案内パンフレットの内容を見直し、現在の区民を取り巻く環境に即した内容になるよ

うに作り直し（今年中）【新規】 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・はまかぜ、タウンニュースに加入促進広告の掲載 

・区連会事務局のＨＰと各町内会のＨＰをリンクし、情報提供とともに加入者増につなげる。 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・「活動の手引」の作成（３年に１度） 

・新任会長研修会（年２回、５月 25日（土）、29日（水）実施） 

・地域活動推進費申請書類の個別相談と受付（５月 25日（土）、６月８日（土）実施） 

・不動産会社に町内会長を紹介し、新たに居住する区民の方へ町内会の様々な情報を提供す

る手助けをしている。 

港

北 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・港北区ふれあいまつりのパンフレット・看板への広告掲載（６月） 

・広告の協賛（１月予定）※港北駅伝大会のゼッケンに加入促進の文言を印刷 

・広告の協賛（２月予定）※大倉山観梅会の広告に掲載 

・港北区宅地建物取引業防犯協会加盟店の利用者で未加入者に対して、加入のご案内等及び

ごみ袋を配布 

・戸籍課での繁忙期にあわせて、加入促進グッズを作成し配布（31年４月～５月） 
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【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・タウンニュースに加入促進についての記事を掲載（８月）、 

区連会長の名刺広告（１月） 

・区連会のホームページ更新・管理（通年） 

・自治会町内会館等に加入促進のぼり旗を掲出 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・自治会町内会講習会（６月）市民局と共催 区内の１団体（自治会）の事例発表及び講師

の講演 

・地域活動推進費申請書等休日受付（５～６月で２日間） 

緑 【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・区民まつりで加入案内リーフレット及び加入申込書の配付などの加入啓発活動を実施（10

月 20日） 

・来場者へ配布する「区民まつりリーフレット」に加入促進ＰＲ広告を掲載 

・来場者へ配布する「緑区消防出初式パンフレット」に区連会・自治会ＰＲ広告を掲載 

・加入促進のぼり旗を自治会館等に掲示 

・加入促進リーフレットを作成し、戸籍課へ依頼し、転入者配布セットと一緒に配布 

・外国人向け加入促進チラシの作成（予定）【新規】 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・区民まつりの自治会・防犯ブースにおいて、自治会パネルの設置や、自治会・防犯クイズ

の実施（10月 20 日） 

・庁舎内に掲示板を設置し、各連合自治会の広報紙などを掲示 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・区連会ホームページの「自治会ページ作成機能」（平成 30 年度新たに追加）についての自

治会向け説明会の実施（８月 26 日）【新規】 

・連合自治会の紹介冊子の作成【新規】 

・地域活動推進費説明会（４月 21日） 

青

葉 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・区民まつり会場での加入促進活動（11月） 

・自治会・町内会の加入促進活動の際に活用できる加入促進グッズを作成・配布（１１～３月）  

・加入案内リーフレットを作成し転入セットに同封、転入者へ配付（通年） 

・区民まつりにおいて加入促進リーフレットに加え、市連会から配布された保冷バッグも併

せた加入促進活動（11月） 

・加入促進グッズを他課のイベントでも配布（予定）【新規】 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・区民ホールにて加入促進パネル展を実施（予定） 

・区連会ホームページの運用、更新（通年） 

・青葉区防災マップへの加入促進広告の掲載（通年） 

・区制 25周年記念誌（活動紹介冊子）を作成（10月） 
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【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・自治会・町内会の活動に役立つ情報や、補助金の申請方法等を紹介したしおりを作成・配

布（４月） 

・宅建協会の会員向けに、自治会・町内会区域図を配布（３月） 

・自治会町内会経理担当者向け説明会の開催（２、５月） 

・「活動の手引き」の作成（～３月） 

都

筑 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・転入者へ配布しているウェルカムキット（市民生活ガイドや都筑区マップなどを封入）に、

自治会への加入案内リーフレットを封入し、加入を呼びかけ。 

・区民利用施設や区内各駅に加入促進リーフレットを配布し、加入を呼びかけ。 

・宅建つづき会加盟店舗に自治会町内会長の連絡先や加入促進リーフレットを提供し、入居

者への加入呼びかけを依頼。 

・自治会へ加入していない区民が訪れるイベント(夏祭り、どんど焼き等）での呼びかけ 

・自治会未加入世帯への戸別訪問を自治会町内会と連携し実施 

・加入促進グッズを用意し、各自治会で未加入世帯に向けた呼びかけ時に活用。 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・自治会町内会の活動をテーマとした川柳コンクールを実施。（11月～１月募集） 

・地区連合自治会・町内会長の人となりを紹介し、好評だった自治会町内会ＰＲ冊子「ＬＥ

ＮＣＨＯ（連長）」の改訂版作成。新たに連合町内会会長に着任された方々をご紹介するほ

か、自治会町内会の活動や取組を紹介するページも新たに追加【新規】 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・連合町内会自治会研修会（８月） 

・自治会町内会長研修（９月） 

戸

塚 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・転入者へ加入促進パンフレットを配布(月 300枚～500枚) 

・「こんにちは赤ちゃん訪問事業」にて訪問対象者へ加入促進パンフレットを配布（月約 100枚） 

・乳幼児健診での加入促進グッズを配布（月／３～４日） 

・商店街主催イベント「遊山箱スタンプラリー」での加入促進グッズの配布、年３回（７月、

10月、３月） 

・自治会未設立集合住宅へ設立依頼文書を送付及び戸建住宅への加入促進（通年） 

・自治会町内会未加入者も参加する地域イベント、区役所事業等において、加入促進グッズ

の配布 

・区防災担当と連携し、マンション等の集合住宅向けの防災講座において、自治会町内会設

立チラシを配付。【新規】 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・自治会町内会活動紹介写真展を戸塚区総合庁舎３階区民広間にて開催（９月、３月） 

・区連会ホームページの運用、更新（通年） 
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【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・建築局から区政推進課にくる開発事業の「標識設置届」チェックシートで、自治会の加入

や防犯灯の設置など事前に要望。【新規】 

・自治会町内会向けに地域活動ハンドブックを２～３年おきに作成。 

栄 【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・区民まつりなど区内イベントで配布するリーフレットに加入促進ＰＲ広告を掲載 

・区民まつりで加入促進グッズを配布（11月） 

・加入促進リーフレットの更新・増刷（10月） 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・区連会ホームページの更新・管理、活用を促進するためのＰＲ（通年） 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・「自治会・町内会ガイドブック」の作成（５月） 

・新任自治会町内会長・同副会長研修会の実施（年１回、６月） 

・転入者・未加入世帯の加入を促進するためのグッズを作成し自治会・町内会へ配付し（地

域のイベントで活用） 

泉 【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・加入促進グッズの作成（９月） 

・加入促進パンフレットの配布（通年） 

・加入促進パンフレットの配布（転入者セットに封入） 

【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・商店街イベントで加入促進 PR ブース出展（10月） 

・「区民ふれあいまつり」で加入促進ＰＲブース出展（11月）他 

・タウンニュースへの記事掲載（３月） 

・区連会ホームページ更新・管理（通年） 

・加入促進横断幕掲出（通年） 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・自治会毎の区域図の更新（３月） 

・地域活動推進費出張説明・受付（随時、６月２連合実施） 

・自治会町内会長研修会（年１回、２月） 

瀬

谷 

【加入を働きかける ～未加入世帯に向けた働きかけ～】 

・地区連長と相談し加入促進グッズを作成（１月） 

・こども家庭支援課と連携し、乳幼児健診時に加入促進グッズを配付（通年） 

・各種イベント会場にてパンフレット等の配付（通年） 

・転入者セットに自治会町内会加入申込書を封入し転入者へ配付（通年） 

・区内の不動産業者に、転入者向け自治会町内会加入申込書を配布依頼（通年） 
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【活動を知らせる ～情報を積極的に発信～】 

・連合の紹介パンフレット等を展示するブース出展（10 月 瀬谷フェスティバル） 

・タウンニュースに加入促進記事掲載（２回程度） 

・区民生活マップ更新時に、加入促進記事掲載（12 月） 

・区連会のホームページ更新・管理（通年） 

【自治会町内会の魅力を高める ～会の運営を支援し活動を活性化～】 

・新規加入者へ配付する防災グッズの提供（自治会町内会から新規加入者リストを提出して

もらい、自治会町内会経由で提供）（通年） 

・自治会町内会区域図の更新（年内） 

・自治会町内会広報掲示板の修繕補助金（６月） 

・地域活動推進補助金の説明会（５月）」 

・自治会・町内会長研修会の実施（11月） 
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