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●本書の活用等について

本書は、各区連会の協力を得ながら、自治会町内会アンケート

（平成18年6月～）、取組事例の取材（平成18年10月～）をもと

に作成しました。紙面の制約から、回答いただいた活動の全てを

掲載できなかったことをお詫びいたします。

本書に掲載している活動について、内容等をより詳細にお尋ね

になりたい場合は、各区連合町内会事務局（各区役所の地域振興

課）にお問い合わせください。また、掲載団体におかれては、他

の自治会町内会から相談等があった際には、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。
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協働の基本は自治会町内会
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各区取組事例

5

行事への参加者が多いのが自慢

「防災訪問」でまち全体を安全に

地域防災のシンボル　放送塔

会長●牛頭　春雄／設立●昭和45年／加入世帯●10,664

鶴見区・生麦第二地区連合会

このページに関するお問合せ先●
鶴見区地域振興課（電話：045-510-1687）

防災訪問出陣式（平成18年11月4日）

ご　ず
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各区活動例
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●平安町町会●

会長●河西　英彦／加入世帯●2,800

●東寺尾第三自治会●

会長●今野　光夫／加入世帯●990

鶴見区

●馬場町自治会●

会長●塚田　康雄／加入世帯●1,350

●上末吉四丁目町会●

会長●渡辺　武／加入世帯●545

このページに関するお問合せ先●
鶴見区地域振興課（電話：045-510-1687）
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各区取組事例
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施主と加入促進の協定締結

すべての人の顔が見えるまちに

地域の学校や企業との災害時協力協定

会長●加賀　一海／設立●昭和33年／加入世帯●770

神奈川区・反町第一町内会

このページに関するお問合せ先●
神奈川区地域振興課（電話：045-411-7086）
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●子安通1丁目西浜町内会●

会長●清水　関雄／加入世帯●205

●松見町3丁目町内会●

会長●堀江　芳雄／加入世帯●1,020

●白幡西町自治会●

会長●関口　芳郎／加入世帯●650

●三ツ沢上町町会●

会長●佐藤　恒雄／加入世帯●780

神奈川区

このページに関するお問合せ先●
神奈川区地域振興課（電話：045-411-7086）
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各区取組事例
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三町内会が力を合わせて活動

手作り神輿と盆踊りのにぎわい

劇団「ひまなスターズ」結成

夢まちづくり協議会

会長●和田　泰次／設立●昭和21年／加入世帯●470

西区・東久保町東朋会

このページに関するお問合せ先●
西区地域振興課（電話：045-320-8389）

「ひまなスターズ」白波五人男の艶姿
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●戸部四共睦会●

会長●河原　弘尚／加入世帯●420

●杉山町四丁目町内会●

会長●金子　博／加入世帯●270

●東久保町東台会●

会長●棚橋　ヨシ／加入世帯●525

●羽沢西部自治会●

会長●米岡　美智枝／加入世帯●600

●岡野二丁目町内会●

会長●後藤　洋一／加入世帯●731

●軽井沢自治会●

会長●高橋　治男／加入世帯●2,450

西 区

このページに関するお問合せ先●
西区地域振興課（電話：045-320-8389）
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一番の加入促進策は訪問勧誘

内容充実の会報と声かけが参加促進の鍵

思い出に残る行事とタイムリーな行事

会館利用した子育てサロンは元祖かな

会長●森田　修司／設立●昭和33年／加入世帯●710

中区・本牧二丁目北部町内会

このページに関するお問合せ先●
中区地域振興課（電話：045-224-8131）

子育てサロン「親子の広場 PAO PAO」

手作りで情報満載、町内会報『二北町だより』

力作が並んだ文化作品展
（平成18年11月4日）
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●花咲町2丁目町内会●

会長●野口　陽一／加入世帯●246

●初黄町内会●

会長●成岡　定敏／加入世帯●420

●伊勢佐木町3丁目共栄会●

会長●牛山　裕子／加入世帯●65

●山吹町、富士見町、長者町3･4連合町内会●

会長●増尾　俊一／加入世帯●555

●新山下1丁目自治会●

会長●程島　正雄／加入世帯●910

●柏葉町内会●

会長●山崎　勝弘／加入世帯●680

●本牧大里町町内会●

会長●神定　功／加入世帯●850

●パークシティ本牧自治会●

会長●林　正雄／加入世帯●570

中 区

このページに関するお問合せ先●
中区地域振興課（電話：045-224-8131）



ホームページ作成の励みは会員の反響

行事翌日には動画入りで紹介

レンズを通してみる笑顔も励みに

まちの良さが若い人に届けば嬉しい

5
各区取組事例
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会長●二本木　正雄／設立●昭和26年／加入世帯●410

南区・井土ヶ谷下町第二町内会

このページに関するお問合せ先●
南区地域振興課（電話：045-743-8192）

肥田副会長が制作・更新するホームページ（トップ画面）

肥田副会長
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●睦町一丁目東町内会●

会長●五味　博信／加入世帯●370

●永田町第一町内会●

会長●谷山　三晴／加入世帯●410

●内手自治会●

会長●北島　英男／加入世帯●179

南 区

●ヒルズ横浜南ガーデニア自治会●

会長●小寺　あかね／加入世帯●128

●別所中里台町内会●

会長●轟　悟／加入世帯●490

このページに関するお問合せ先●
南区地域振興課（電話：045-743-8192）
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加入率は90％以上

未加入者へも地域の仲間として声かけ

子どもの安全見守りは地域の役目

自慢なのは、ごみ箱のない自治会館

会長●角館　友弘／設立●昭和38年／加入世帯●670

港南区・美晴台自治会

このページに関するお問合せ先●
港南区地域振興課（電話：045-847-8391）

外観にも清潔感がただよう自治会館

町内に住む師範を先生とする書道教室

かくだて
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●南桜町内会●

会長●佐藤　昇／加入世帯●380

●日野住宅地自治会●

会長●長　信男／加入世帯●596

港南区

●野村港南台自治会●

会長●杭瀬　光雄／加入世帯●790

自治会情報は下記アドレスで見ることができます。

●シュール東永谷自治会●

会長●市原　實／加入世帯●42

このページに関するお問合せ先●
港南区地域振興課（電話：045-847-8391）
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11月～3月は加入促進強化月間

共同購入で加入メリットをアピール

れんらくカードと命の笛が安心感を

高齢者交流サロンで住民同士のふれあい

近隣店舗と「防災協定」を締結

会長●鈴木　方規／設立●昭和47年／加入世帯●800

保土ケ谷区・くぬぎ台団地自治会

このページに関するお問合せ先●
保土ケ谷区地域振興課（電話：045-334-6302）

高齢者と子ども、自治会スタッフが一緒になって七夕飾りを作った
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●桜ヶ丘東部自治会●

会長●土谷　稔明／加入世帯●523

●法泉境木自治会●

会長●金子　晃／加入世帯●572

●法泉自治会●

会長●薩澤　志万子／加入世帯●980

●峰岡町三丁目町内会●

会長●小金井　庫雄／加入世帯●650

●坂本町内会●

会長●岩本　市郎／加入世帯●690

保土ケ谷区

このページに関するお問合せ先●
保土ケ谷区地域振興課（電話：045-334-6302）
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スポーツ・文化村構想でさらに連帯感が

コミュニティ新聞　みんなの若葉台

時代を見据えた新しいまちづくり

会長●山岸　弘樹／設立●昭和60年／加入世帯●5,612

旭区・若葉台連合自治会

このページに関するお問合せ先●
旭区地域振興課（電話：045-954-6091）
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●白根東部町内会●

会長●阿内　基久男／加入世帯●151

●今宿地区町内会自治会連合会●

会長●長谷川　謙治／加入世帯●4,659

●中希望が丘富士見会●

会長●藤沖　隆／加入世帯●625

●二俣川ニュータウン第二町内会●

会長●森安　圭子／加入世帯●380

●市沢団地自治会●

会長●山根　薫／加入世帯●374

旭 区

このページに関するお問合せ先●
旭区地域振興課（電話：045-954-6091）
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住民の生活相談や支援機関としての役割

充実した自治会ニュースが加入メリット

毎朝の防犯パトロールは一番の交流の場

綺麗なまち＝犯罪のないまちにつながる

会長●三上　勇夫／設立●昭和46年／加入世帯●630

磯子区・洋光台北団地一街区自治会

このページに関するお問合せ先●
磯子区地域振興課（電話：045-750-2391）

役
に
立
つ
情
報
を
編
集
し
た
『
自
治
会
ニ
ュ
ー
ス
』

毎日続けて効果が上がっている防犯パトロール
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各区活動例

22

●岡村東部自治会●

会長●萩原　亮吉／加入世帯●1,150

●岡村西部第一自治会●

会長●三澤　繁次／加入世帯●930

●室之木町内会●

会長●中村　順一／加入世帯●519

●磯子センチュリー自治会●

会長● 藤　陸男／加入世帯●370

●杉田東部町内会●

会長●鈴木　伊三雄／加入世帯●1,400

●洋光台六丁目西自治会●

会長●上原　伸二／加入世帯●322

磯子区

このページに関するお問合せ先●
磯子区地域振興課（電話：045-750-2391）
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各区取組事例

23

役員みんなで取組み、加入率は97.5％

誰もが気軽に参加できる雰囲気づくり

資源回収は子ども会からお年寄りまで一緒

防犯パトロールは大人と子どもの交流に一番

趣味の会活動が町内会活動の原動力

会長●中尾　保男／設立●昭和46年／加入世帯●1,190

金沢区・夏山町内会

このページに関するお問合せ先●
金沢区地域振興課（電話：045-788-7801）

足でつぶしながら回収しやすくするのも楽しみです

町内会館の前で全員集合！
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各区活動例

24

●富岡桜ヶ丘町内会●

会長●木村　學／加入世帯●666

●能見台サウスヒル自治会●

加入世帯●300

●六浦高宗台自治会●

会長●久永　忍／加入世帯●148

金沢区

このページに関するお問合せ先●
金沢区地域振興課（電話：045-788-7801）
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各区取組事例

25

制作ボランティアは地域から公募

最新の生活情報が活動の活性化に一役

防犯パトロールに加え門灯運動も

下田町公会堂の図書室が大人気

会長●新堀　旭／設立●昭和31年／加入世帯●3,572

港北区・下田町自治会

このページに関するお問合せ先●
港北区地域振興課（電話：045-540-2234）

情報がたくさんの掲示板

木漏れ日のきれいな下田町公会堂

蔵書数も自慢の図書室
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26

●サンヴァリエ日吉自治会●

会長●若木　信子／加入世帯●810

●綱島東親和会●

会長●及川　美子／加入世帯●1,040

●親交会●

会長●斉藤　弘／加入世帯●221

●錦が丘町内会●

会長●加藤　敏也／加入世帯●1,126

●大豆戸町内会●

会長●篠崎　元彦／加入世帯●3,649

●太尾地区連合町会●

会長●植木　貞雄／加入世帯●6,580

●篠原東第一・第二・第三自治会●

第一自治会会長●安井　ヤウ子／加入世帯●665

第二自治会会長●青木　秀樹／加入世帯●660

第三自治会会長代行●青木　秀樹／加入世帯●860

●城郷地区連合町内会●

会長●林　正之／加入世帯●6,941

●新吉田いつな町内会●

会長●穴原　郷司／加入世帯●260

港北区

このページに関するお問合せ先●
港北区地域振興課（電話：045-540-2234）
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27

誰もが一度は役員に

明るいまちは犯罪がない～防犯灯の完備

全世帯調査で「防災マップ」策定

市電文庫とミニコンサート

会長●篠崎　孝義／設立●昭和43年／加入世帯●515

緑区・後谷自治会

このページに関するお問合せ先●
緑区地域振興課（電話：045-930-2232）

こう　 や
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各区活動例

28

緑 区

●東本郷日鋼自治会●

会長●前田　一／加入世帯●510

●東本郷ばらの会自治会●

会長●森下　孝／加入世帯●645

●鴨居第四地区自治会●

会長●高木　秀夫／加入世帯●1,400

●青砥町自治会●

会長●飯田　靖夫／加入世帯●940

●御前田自治会●

会長●近藤　光男／加入世帯●1,190

このページに関するお問合せ先●
緑区地域振興課（電話：045-930-2232）
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各区取組事例

29

夜道の危険を解消するために

「あおば紙の日」収入を維持管理費へ

まち歩きで地域発見～新規事業を構想中

会長●根津　輝雄／設立●昭和44年／加入世帯●1,550

青葉区・藤が丘二丁目Ａ自治会

このページに関するお問合せ先●
青葉区地域振興課（電話：045-978-2291）

明るくなった街並み
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30

●桜台南自治会●

会長●棚橋　克郎／加入世帯●260

●小田急学園奈良自治会●

会長●江守　克彦／加入世帯●730

●新荏田第三自治会●

会長●長嶺　昭夫／加入世帯●320

●美しが丘東自治会●

会長●柳田　富志男／加入世帯●1,000

青葉区

このページに関するお問合せ先●
青葉区地域振興課（電話：045-978-2291）
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各区取組事例

31

マンション建設説明会に役員が同席

役員の選出は選考委員会で

「歩け歩け大会」出発前に初期消火訓練

「年輪会」が見守る下校時間

同好会で地域活動参加のきっかけづくり

会長●長澤　政夫／設立●昭和46年／加入世帯●1,075

都筑区・牛久保東町内会

このページに関するお問合せ先●
都筑区地域振興課（電話：045-948-2231）

お
し
ゃ
べ
り
も
楽
し
い

「
歩
け
歩
け
大
会
」

組長の役割をまとめたチラシ
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32

●東山田三丁目町内会●

会長●深瀬　武是／加入世帯●300

●長坂町内会●

会長●細井　睦生／加入世帯●187

●高山自治会●

会長●井上　晴彦／加入世帯●350

都筑区

このページに関するお問合せ先●
都筑区地域振興課（電話：045-948-2231）
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各区取組事例

33

子ども会活動を中心に活動をPR

ウォーキング大会で親睦を図る

ホタルが光るまで～qせせらぎの改修

ホタルが光るまで～w幼虫の放流

ホタルが光った！

会長●鈴木　英邦／設立●昭和41年／加入世帯●250

戸塚区・大坂台町内会

このページに関するお問合せ先●
戸塚区地域振興課（電話：045-866-8415）

早くホタルになって飛んでほしい…願いを込めてホタルの幼虫を放流した
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34

●富士見町内会●

会長●加藤　邦雄／加入世帯●213

●秋葉町内会●

会長●大久保　忠亮／加入世帯●1,800

●下倉田町内会●

会長●根本　明／加入世帯●1,750

戸塚区

このページに関するお問合せ先●
戸塚区地域振興課（電話：045-866-8415）
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35

防災用広報スピーカーの設置

ふれあい交流の場でも防災をアピール

福祉施設や地元企業と安心なまちづくり

会長●磯崎　保和／設立●昭和20年／加入世帯●600

栄区・田谷町内会

このページに関するお問合せ先●
栄区地域振興課（電話：045-894-8391）

救命救急セミナーで消防士の説明を真剣に聞く参加者

非常時に活躍する移動式炊飯機
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36

栄 区

●笠間西南町内会●

会長●増田　昌司／加入世帯●105

●公田町団地自治会●

会長●大野　省治／加入世帯●700

●上郷町内会●

会長●角田　和宏／加入世帯●930

このページに関するお問合せ先●
栄区地域振興課（電話：045-894-8391）
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各区取組事例

37

住民の気持ちが一体となって

日常生活支援型へ活動が広がって

自治会館にはスタッフが常駐

公募委員による委員会で課題解決

会長●佐久間　幹雄／設立●昭和37年／加入世帯●970

泉区・下和泉住宅自治会

このページに関するお問合せ先●
泉区地域振興課（電話：045-800-2391）

足として欠かせなくなった「Ｅバス」

子育てサロンはにぎやか

スタッフ常駐の安心感
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38

●緑園五丁目自治会●

会長●深山　収／加入世帯●360

●和泉栄町内会●

会長●加山　明／加入世帯●585

●和泉中村町内会●

会長●新藤　隆雄／加入世帯●1,110

●ひなた山第二自治会●

会長●大黒　常雄／加入世帯●304

泉 区

このページに関するお問合せ先●
泉区地域振興課（電話：045-800-2391）



18
各区取組事例

39

助け合う気持ちを広げて加入促進

町内会の「健康体操」が区民イベントへ

募金で建てた防犯ステーション

いざという時5人が対応できるしくみを

会長●籾山　民雄／設立●昭和24年／加入世帯●1,350

瀬谷区・瀬谷四丁目町内会

このページに関するお問合せ先●
瀬谷区地域振興課（電話：045-367-5691）

親子で楽しめる「どんと焼き」

朝の体操は、この地区にすっかり定着した

何かと心強い「防犯ステーション」

もみやま
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40

●三ツ境グリーンハイム自治会●

会長●岡村　進／加入世帯●209

●本郷第一自治会●

会長●上田　三郎／加入世帯●446

●干池自治会●

会長●杉本　荘二／加入世帯●425

瀬谷区

このページに関するお問合せ先●
瀬谷区地域振興課（電話：045-367-5691）

から いけ

子どもたちが楽しみにしている「夏まつり」


