
平成 28年 6月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 : 齋藤

日 時 : 平成 28年 6月 25日 (土) 午後 7時～9時

場 所 : 柏尾町内会館 2階大会議室

議 題 :                       (司 会進行 : 天本相談役)

1.柏尾地区連合町内会広報音B会報告 : (6/25 柏尾小コミハウスにて開催)

(1)6月度区連会報告  : 別紙参照

2.連合町内会関連議題について

(1)「六人のインディアカ大会 (6/26 柏尾小体育館 )」 進捗報告 :青スポ

(2)第 2回「秋レク」検討委員会の報告 : 青スポ

(3)柏尾野外活動シルバー健康広場 の整備活動について (別紙参照)

(4)地区内自治会町内会の納涼祭日程について (別紙参照)

3.柏尾町内会関連議題について

(1)「消防器具置場」開所式 (5/29実施)の御礼報告 : 栗原副会長

(2)柏尾町内会防災マニュアル作成プロジェク ト (Kプロ)報告 :澁谷副会長

(3)H28年 度 第 1回評議員・組長会議結果報告 (6/19)及び「下町組長会議」での

新評議員選出について :寅本総務部長

(4)ケアプラザ祭りの収支報告と収益の分配について :会長

(5)H28年度 戸塚区環境行動賞「∃コハマ3R夢」推進功労者表彰報告 :会長

(6)H28年 度 第 2回防災会議報告 : 防災リーダー

(7)第 7回九連含町内会グラン ドゴルフ大会 (5/31)結 果報告 :野村柏和会会長

し(8)民生委員・ 児童委員の改選と地区推薦準備会の開催について : 会長

①任 期 : 平成 28年 12月 1日～平成 31年 11月 30日 3年間

②推薦候補者数 : 民生委員 3名、主任児童委員 1名 (連合町内会から2名 )

③推薦人 :町内会長、民児協会長、青スポ、保健活動、老人会、婦人部 5～ 10名
④締 切 : 8月 26日            *関 係者には別途資料配布

(9)防災備蓄庫建設プロジェクトの進捗報告 :栗原副会長

(101 追分不動尊の祭礼 (7/27 178寺～ 現地)について :栗原副会長 (回覧参照)

(11)柏尾町内会納涼盆踊り大会の開催について :皆川副会長 (別紙参照)

(12)自治会町内会が防犯カメラを設置する際の補助金制度について :会長侶」紙)

(13)H28年度町の873災活動費補助金申請書の提出 (160千円)について :会長

4。 その他報告事項

(1)柏尾ぶらリサロンの報告 (6/17 天本相談役講演): 小山部会長

(2)会館運営委員会の再編成について (継続): 会長 (運営委員会規約参照)

5.配布物 (回覧/ポスター)について

6.広報仕分け日 7月 1日 (金) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

7。 次回役員会の日程について : 7月 24日 (日)19時 ～ 柏尾町内会館

8.懇 談                               以上



HムMA  戸塚区連合町内会 自治会連絡会  6月 定例会

日時 平成28年 6月 20日 (月 )午後2時

会場 戸塚区役所 9階特別会議室

1 お知 らせ 僣 察・消防・ ごみ量 )

3 重要な情報提供

議   題 担当部署 資料種別 概  要

9

横浜みどリアップ計画 (計 画期
間 :平成26年 度-30年度)の平成
27年度実績報告について
【市連会議題】

南部農政事務所
°

税務課

情報提供
町内会 1部

班回覧

【町内会 1部資料〕
平成27年度報告書概要版
【班回覧資料】

平成27年度実績リーフレット

蚊媒介感染症予防対策の実施に
ついて

【市連会議題】
【広報よこはま7月 号掲載予定】

生活衛生課
情報提供
掲示板

6月 を啓発強化月間としましたの
で、蚊媒介感染症の予防対策につい
てお知らせします。

11

いわゆる「ごみ屋敷」対策を進
めるための条例案の骨子に書か
つ市民意見募集 けヽ プリックコメ
ント)の結果の概要について
【市連会議題】

福祉保健課 情報提供
4月 1日 から5月 6日 までの市民意見募
集でいただいた意見の概要をお知ら
せします。

「横浜市人権施策基本指針」改
訂素案に対するパブリックコメ
ン トの実施について
【市連会議題】
【広報よこはま7月 号掲載予定】

総務課
情報提供

町内会 1部

「横浜市人権施策基本方針」改言T素
案を策定しましたので、パブリック
コメントを実施します。
【意見募集期間】

7月 5日 ～8月 15日

「夏休み戸塚区大防災フェア」
開催のお知 らせについて

【広報よこはま7月 号掲載予定】

総務課 情報提供

「夏休み戸塚区大防災フェア」を開
催しますので、お知らせします。
日時 18月 6日 (土)9:00～ H:45
会場 :消防訓練センター

消費者被害等の注意喚起ちらし
「月次相談 リポー ト」の掲示板
への掲示について
【市連会議題】

地域振興課
情報提供

町内会 1部
「月次相談リポー ト」を7月 以降、
掲示板に掲示してください。

2 依頼事項

議  題 担当部署 資料種別 概  要

1

平成28年度戸塚区社会福祉協議
会一般会費・世帯会費の納入に
ついて

戸塚区
社会福祉協議会 依頼

平成28年度戸塚区社会福祉協議会一
般会費・世帯会費をお納めくださ
い 。

納入期限 :7月 末

2

第66回 社会を明るくする運動
キャンペーン月間 (7月 )に ついて
のご協力について

戸塚区
社会福祉協議会

依頼
第66回社会を明るくする運動の実施
に伴い、キャンペーンを行いますの
で、 ご協力をお願いします。

3
「第5回 戸塚区集合住宅団地つ
ながる連絡会」の開催について

戸塚区
社会福祉協議会 情報提供

「第5回 戸塚区集合住宅団地つなが
る連絡会Jを 開催しますので、お知
らせします。
開催日 :8月 30日 (火 )

4
平成28年度戸塚区体育会協会会
費の納入について

戸塚区体育協会 依頼
平成28年度戸塚区体育協会会費をお
納めください。
納入期限 :9月 末

5

平成28年 度河川愛護月間での河
川・水路等の清掃活動への協力
について

戸塚土木事務所
依頼

町内会 1部
河川愛護月間での河川・水路等の清
掃活動へのご協力をお願いします。

6

災害時における要援護者支援に
関するアンケー ト調査へのご協
力のお願い

高齢 障害支援課
依頼

町内会 ]部

災害時における要援護者支援に関す
るアンケートを行いますので、ご協
力をお願いします。
締切 :7月 29日 (金 )

7

LED防 犯灯整備事業について

【市連会議題】
地域振興課

依頼
町内会 1部

東電柱又はNTT柱 へのLED防 犯灯の新
設等の申請をされる場合は、申請書
類を戸塚区地域振興課でお受け取り
のうえ、ご提出下さい。
提出期限 :7月 29日 (金 )

自治会町内会が防犯カメラを設
置する際の補助制度利用の意向

に 管F寄
ル

地域振興課 依頼
町内会 1部

「地域防犯カメラ設置補助金 (仮称)

制度」を検討していますので、意向
確認シー トをご提出下さい。
提出期限 :7月 25日 (月 )

4 班 同 普 ・掲 示 板 掲 出依 頼

議  題 担当部署 資料種別 概  要

15
乳がん講演会チラシの班回覧の
依頼について

福祉保健課 班回覧

講演会 「予しがんについて考えよう～
自分と、家族と、友達のために～」
を開催しますので、チラシの班回覧
をお願いします。

5 情報提供

llo 議  題 担当部署 資料種別 概  要

平成28年 7月 号
広報とつか トビックス

区政推進課 情報提供
広報よこはま戸塚区版の内容をお知
らせします。



平成28年度 柏尾地区連合町内会 各 自治会町内会 納涼祭 日程

6月 18日 連合町内会 広報部会

No. 町 内会 ・ 自治会 名 日 時 場  所 備  考 担 当

1 粕尾町内会 8月 6日 (土 )19時 より 柏尾小学校校庭 開場 午後5時、雨天7日 皆川副会長

2 上柏尾町内会 8月 5日 (Jき )、 6日 (」L)18時 30多 上柏尾第一公園 綿貫会長

3 柏陽台自治会 7月 30日 (土 )18時 中央広場 雨天 7月 31日 遠峰会長

4 柏尾富士見台自治会 7月 30日 (土)17時30分 柏尾第二公園 池原会長

5 柏尾台自治会 7月 30日 (土 )、 31日 (日 )18時 上柏尾第二公園 瀬田連長

6 歴彩の街自治会 7月 30日 (土)18時 柏陽台中央広場 柏陽台納涼祭に模擬店が参加 水野会長

7 東戸塚グリーンハイツ自治会 7月 16日 (土)17時 GH内駐車場 川原会長

8 東戸塚マンション自治会 8月 20日 (土)17時 東戸塚M中 庭 「文化納 療祭 l 団野会長

9 県営 粕 屋アパー ト自治会 計画なし 信澤会長

10 グランセレッソ横濱戸塚自治会 7月 17日 (日 )17時～19時 マンション正面入リロ 橋本会長

(株 )ブリヂストン 横浜工場 8月 3日 (水)17時～20時 臓浜工場 メイン通路 雨天8月 4日 llE延 笠部長

12 山崎製パン(株 ) 8月 3日 (7k) 艦浜工場 駐車場 詳細 Bll途連絡 葉山氏



広報部会関係者 各位

シルノヽ一健康広場の整備について

平成 28年 6月 25日

柏尾地区連合町内会

会長 瀬田正一

国道 1号線のバス停「かしお」から柏尾郵便局の奥に入つたところに「柏尾野外活動シル

バー健康広場」(柏尾町575番 地、他)があります。(下図参照)

この辺一帯は言から神奈川県が所有する土地で、昭不□60年代に地元の老人会がゲー トボ

ールの使用場所として県から借り受け、広場の清掃・ 除革及び簡易な補修等を行う事に対し

て一定の委託代金(4万円)を受け取る形で運用が継続されてきています。

近年は老人会のグラン ドゴルフや少年野球の練習、或いは、ことは保育園の運動場として

使われていますが、近くに広場がない地元としては貴重な自然空間であり、連合町内会で活

用を再検討することが本年度の定期総会で確認されています。

そのため、5月 14日には連合会長会のメンバーが事前調査を行い、い<つかの検討課題

も提起されております。

今回、下記内容で連合町内会広報部会のメンパーを中心に各自治会町内会の役員クラスに

も参加をいただき革メ」りや地盤整備を行い、今後の活用方法を考えたいと思います。

つきましては、ご多用の中とは存じますが奮つてご参加をお願いいたします。

1。 日時 : 平成 28年 7月 2日 (土)午 前 10時から

2.集合場所 : シルバー健康広場現地

3.参加予定人員 : 50～ 100名
4.持参するもの : 鎌、のこぎり、はさみ、スコップ等作業道具(

5。 注意事項

水筒、手袋、帽子

(1)現地には水道、 トイレがありませんので 1時間ほどの作業で終わる予定です。

(2)服装は作業が出来、虫束」されを防ぐため長袖が好ましい。 以 上
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防災倉庫建築プロジェク トの

現在の状況と今後の予定について

防災倉庫建築プロジェク トの状況と今後の予定について説明致します。

2016/5/12

防災倉庫建築プロジェクト

※定期総会時、ご意見あつた「備蓄物資購入の際に、

町内会会員への家庭用物資共同購入の働きかけ」も

追加検討します (会員もできるだけ安く購入)。

【現在の状況】

防災倉庫建築プロジェク トは、H27年 8月から 8回の打合せを行い、以下の状況です。

①横浜市建築局へ、「防災倉庫」建築の諸条件 。制限事項に関して相談、確認

②行政の震災・水害等の被害予測情報を元に、町内会会員での被害想定者数を決定 【15%、 360名】

③被害者想定数を元に、備蓄物資を試算し、倉庫の大きさ (容積、寸法)を決定  【3m(W)x5m(D)x2m(H)】

④倉庫の大きさを元に、倉庫建築関運の概算費用を試算  (プロジェクト内メンバーにて)

⑤備蓄物資を元に、概算調達費用を試算  (プロジェクト内メンバーにて)

⑥上記、「建築概算費用」と「物資の概算調達費用」を元に、資金計画を試算

現時点での、防災倉庫の大きさ 。外観 と見取図は以下の通 りです。

※倉庫内写真はイメージです。 建築予定地 :柏屋商店前の新消防器具置場隣 (バス停寄)

【今後の予定】

防災倉庫建築プロジェク トの今後の活動予定は以下の通 りです。

(行政許可状況、各業者状況により多少前後すると思われます)

2016.5(第 2分団第 2班消防器具置場 完成、開所式[5/29])

2016.6道路占用許可申請 (戸塚土木事務所 との契約) ※建設予定地の用地確保

2016.6建築確認申請書類の作成、申請 (建築士へ依頼 )、 旧消防車庫解体打合せ (行政含む)

2016.7建築業者への見積依頼、備蓄物資の見積依頼  (数社に依頼予定)

2016.8維持管理規則、罹災時運営方法の検討  (12月 迄に決定)

∃

「

ｊ

ｌ

ヨ

2016.9建築業者の決定、備蓄物資の発注

2016.10防災倉庫建築開始

2016.11落成式準備

2016.12落成式

通路

※落成後は、維持管理規貝Jに基づいて運営 以上
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内町尾柏

梅雨の候、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
6月 19日 (日 )に開催されました「評議員・組長会議」につきまして、ご報告いたします。
当日は、ご多用の折にもかかわらず、多数の評議員・組長にご出席いただき、 2時間強に渡る

有意義な会議ができました事、感謝いた します。

1.会議の目的

柏尾町内会の評議員・組長に対 して、その位置づけや役害」。実施していただ<仕事の内容に
ついて把握いただ<と伴に、柏尾町内会の活動方針や取組事項について、ご理解 。ご協力いた
だ<事を旨として、開催しております。

2。 会議内容

評議員 。組長39名、役員6名 (役職重複除<)の計45名参加の中、以下の議事次第にて
実施しました。 今年は民生委員、児童委員にも出席いただき、パネルによる役害」説明もありました。

(1)会長挨拶
(2)役員の紹介 (H28年度 柏尾町内会組織図参照)

(3)評議員 。組長の自己紹介
(4)平成28年度 柏尾町内会事業計画の紹介
(5)評議員 。組長の仕事と役害」について (2016年版マニュアルの説明)

(6)地域防災体制の構築と防災備蓄庫の建設について
(7)環境事業推進活動の強化と課題について
(8)民生委員・児童委員の役害」と地域分けについて
(9)評議員委任状授与 (宮脇評議員)

(101 質疑応答

3.配布資料
出席された評議員・組長には、以下の資料を配布 しております。

当日、欠席の評議員・組長にもO②は配布します。
①評議員・組長マニュアル 2016年 版
②柏尾町内会基本方針、組織体制図、評議員・組長名簿、町内会会則、加入案内、ほか
③柏尾町内会 防災行動マニュアル  【後日、全戸配布】
④防災倉庫建設プロジェクトの状況と今後の予定について  【町内回覧】

4.質疑応答事項
当日の質疑応答事項について、簡単に報告します。

①災害時、一時避難場所 (3か所)と地域防災拠点 (柏尾小学校)のどちらに家族が
集まる様に話し合ってお<べきですか?
回答 :まずは自宅を基本としていただき、自宅付近が火災倒壊の場合は、地域防災拠点ヘ

の集合を話あつておいて<ださい。-0寺避難所は、災害発生から1～ 2時間程の
臨時集合場所 (組長・評議員・役員の罹災情報交換場所)との位置付けです。

②新規加入世帯の会費はいつからの分を集めればいいのか
回答 :規定はありませんが、加入意思表示の後「無事ですカード」などをお渡しをする事も

あり、基本的には加入の翌月分からなど緩やかな適用でお者え<ださい。

以上



H28.6.25

H28年度 柏尾小学校地域防災拠点劃勝基本計画 (案)∨ 10
柏尾地区連合町内会

防災担当 綿員純一

日時  H28年 10月 30日 (日)8α}J30D 」ヽ雨決行

場所  横浜市立柏EJ」囃 m陽台団地隣接緑地含③

参加規模  自治会・町内会、柏尾小学校、区役所、関係機関等

総合計    350人
ヨ|1織

午前8時∞ 分頃、神奈川を中lbに元禄型関東地震が発生。横浜市は最大

震度6強の地震が発生した。豪雨により柏尾川は氾濫臥 ライフラインに

支障が生じている。

スケジュール (a78月 )

1.別日程での初動訓練

2防 災備蓄室等の機材調査

3.地域防災拠点訓練計画案の検討

0月 ω

1.要援護者の安否確認訓練 (各自治会・町内ω

2。 避難者受け入れ訓練 (地域防災拠点本音D

3.拠点内の情報共有イヒ訓練 (防災推確測I・ 朦 朧錦劉D

4。 体験訓練 (輌
各種機材の取り扱い、柏陽台団地隣接緑地の活用、宿泊訓練

在咤腿目日螢覇||1続ど

5。 物資供給訓練 (炊き出し含む。支援班・物資供給班)

6。 搬送法訓練 (吉田消防出張所/救護班)

Z柏 尾地区防災マニュアルの活用 (各自治会・町内ω

8.その他
趾



町内の皆様ヘ 回 覧

平成28年 7月吉日

柏尾町内会 会長  齋藤

不動尊祭ネL担当  天本

塁彗F葬 ≡

その普、戸塚は江戸 (東京)から40キロの地点に位置しており江戸を朝旅立ち

ますと、保土ヶ谷 0戸塚・藤沢あたりが一泊目の宿場となるところから「戸塚宿」と

して栄えました。

柏尾町は中宿・角屋等の品位の高い旅籠もあり、東海道から大山阿夫利神社等ヘ

参拝する大山街道・柏尾道の分岐点として有名でした。

この大山阿夫利神社・追分不動尊へ参拝する方々の安全と無事を祈願するため、

柏尾町に追分不動尊が建立されました。

また柏尾町の人展も雨乞いを祈願するため、大山阿夫利神社・追分不動尊参拝請を

永年続けました。横浜市地域史跡として認定された「柏尾の大山道道標」(平成元

年 12月 25日登録)には次のように紹介されています。

「大山は、江戸時代から広く関東一円の人々のあいだに信仰されていました。

大山道はこうした参拝者の道で、旧東海道から大山への天り日が柏尾町です。」

現在も、このような歴史と伝統を1薔来に残すため、町内の有志の方々を中lbに追分

不動尊の祭礼を毎年7月 27日 に開催致しております。

皆様お誘い合わせの上ご参拝下さいます様お願い致します。

一 ― ― ― ― … … … … …

記

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

日 時 : 平成28年 7月 27日 (水)

18:OO～20:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

以



02:平成 28年 6月 25

平成28年度

柏尾町内会納涼盆踊り大会 開催要項 (案 )

第一部会

1.柏 尾 町 内会 納 涼 盆踊 り大会
1)日 時 :平成28年 8月 6日 (土)開場17時 (模擬店等)(踊 り開始時間 19時～21時 )

予備 日:8月 6日 雨天の場合は、8月 7日 (日 )開催

雨天時の対応 :午前 8時 に実行委員メンバーにて協議

2)会場 :柏尾小学校校庭 (約 半分使用 )

3)主催 :柏尾町内会

2.大会概 要
1)やぐらを中心に、出店を回りに配置した会場設定
2)やぐらの上で太鼓をたたき、周りで踊りを踊る
3)出店は町内関係者による出店と、町内会員の有志による出店

3。 大会 実行委 員メンバ ー

大会実行委員長      町内会長 斎藤純一

大会実行委員       副会長 栗原 正文、澁谷 進、皆川 孝

総務部、会計

第一部会    事業推進部、青少年部、婦人部、子供会、青年会

第二部会    保健活動部、民生児童委員、消費生活、柏和会、評議員

第二部会    防災部、家庭防災員、防犯部、環境事業推進部

その他     団体役員、地区担当役員、地域推薦団体

4.各関係 先 への届 出の件

1)会場借用依頼書

2)勝亦さまへ太鼓演奏依頼

3)昇光社様へ依頼

4)保健所への届け出

5)小学校への借用品依頼

5。 盆踊 り大会 開催 案 内の件
1)盆踊り開催案内(町内回覧)

2)町内会等掲示板・ポスター作成 掲示 (30枚 )

3)各種関係者への招待状の作成。配送

6。 予算 関係
1)実行予算

① 町内会よりの計上額
(子供会 :70,000円 、青少年部 :100,000円 )

② その他よりの計上額
予算合計額

第一部会  済

第一部会

第一部会

第一部会

第一部会

総務部

子供会

第一部会
4)当 日の来賓関係者 への御礼状 (封筒)作成 (100枚 ?)   総務部

170,000円

+ 45,000円

215,000円

盆踊 り 1/5
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2)予算管理体制

会計は町内会会計とし、子供会及び青少年部等に準備金として前渡しする。

前渡し金は、盆踊り会計として、子供会及び青少年部より会計責任者を選 出して

一括管理し、終了後町内会会計に報告し、決裁を受ける。

7。 当 日運 営 (8月 6日 )

1)機材運搬 :集合 :8時00分  町内会館集合

運搬担当    :天 本 (勇 )、 江橋 (賢 )、 鈴木、市川、岩野、皆川

トラック借用    江橋 (賢 )様 、天本 (勇 )

2)会 場設営 :日 時 :8月 6日 (土)午前 9時集合 柏尾小学校 校庭

会場設営 (やぐら、テント 等)    全役員

会場内電気配線 (照 明関係)    皆川、中島

各出店 :各 出店担 当にて準備を行う

受付、来賓、本部、 立て看板作成・設置

3)会 場設営内容                  全員担 当
・テント                     6張 り(本部 2張り)

。やぐら(パイプ、継ぎ手、工具)         一式

・祝儀掲示板
・提灯
・模擬店
・投光機設置
。受け付け、招待席、本部席
・ゴミ箱設置 (分別 品の明確化 /現品展示 )

。休憩用座席*5(ビールケースから学校の椅子に変更 )

4)会場機材

① や ぐら一式 (パイプ、金具、工具、床材、紅 白テープ、看板 )

② テーブル :24(子供会 5、 模擬店-19)

③ PTAテ ーブル :10(本部 )PTAよ り借 用

④ PTA椅子:20(本部)PTAより借用
⑤ 卓球台:2セット(本部)

⑥ 椅子20脚 (子供会-13、 青少年-7)

⑦ テント:6(本部-2(昇光社)、 子供会-2、 青少年部-2)(町内-4、 昇光社-2)

③ 投光器 (レンタル)4台、発電機 (レンタル)2台

⑨ 音響機器 (アンプ、スピーカ、テープ…。
)

⑩ ACコードリール

① 提灯(全部)

⑫ 電球(全部)

⑬ ご祝儀掲示板一式
⑭ 青少年部の模擬店一式(釜戸、焼き鳥器具*8、 鉄板、炭、火箸、軍手)

⑮ ブロック:10個 (生ビール台、焼き鳥器具)

⑩ 焼き鳥の周囲囲い(パイプ、すだれ*10)

① ジャグ*3、 クーラーボックス*6

⑬ ビールケース*10、 水槽*4(本自屋より借用)

⑩ コンパネ*8

④ 案内板:本部(受付)、 模擬店(品名札、値札…。
)
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5)飲み物の準備

当 日朝と翌片付け 日の飲み物  ⇒会計

当 日の夜 に余 り物をクーラボックスに入れて (氷も)

5)設営 日昼食 お手伝い全員に町内会より用意予定 ⇒会計

6)広報車町内案 内      うぐいす嬢 (子供会 、防災部 )による町内案内

6日 15時及び 17時 (学校裏 門より)

7)食材の運搬         ・焼きそば材料、とうもろこしと、

婦人部おでんなど、食材の運搬 (16:00頃 )

。柏屋様 (飲 み物)引 き取り ⇒ 15:30

8)役員 夕食         役員 におにぎり、飲 み物を配布

必要数を7月 の役員会 にて集計 (皆川 )

9)会場人数カウント 門にて入退場者数のカウント(防災部、防犯部に依頼 )

10)ゴミ処理          ゴミ(生ゴミ以外 )は分別をして学校 に一次保管

市に回収依頼予定 (8/10頃回収予定 )

8.撤去
日時 :8月 7日 (日 )全員 午前9時集合  柏尾小学校 校庭 (午前中)

尚、6日 雨天時は7日 開催、8日 (月 )撤去となります。

9。 役割分担
1)大会本部受付け係          吉倉、中嶋、戸谷

3纏舞う望卜
「

示      異棠羮曇、絣
4)会場警備 (人数計数)        防災部、防犯部
5)広報車 (当 日15時、17時 )運 転手 :  防災部長

広報原稿 作成 、うぐいす嬢 :  子供会、防災部
6)接待係               リーダ :総務部長

野尻、斎藤 (節 )、 齋藤 (由 )、 千野、

飯 田、青木、片桐
7)踊り手               婦人部、子供会、他
8)会場の設置 (テント、立看板、飾 りつけ) 全員
9)模擬店

① 焼鳥、焼きそば、飲 み物、飲み物  青年会、青少年部、事業部

② 生ビール            象防員、防災部
③ おでん             婦人部
④ 子供会店           子供会

10.踊りの練習 日
1)日  時 :7月 26日 (火)午後1時～3時

2)場  所 :柏 尾町内会館
3)指  導 :婦人部
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11.太 鼓 の練 習 日

1)日  時 :7月 3、 10,17日 (日 )午後4時～6時
2)場  所 :舞 岡第二町内会館

3)指  導 :金子 雅之氏 (元舞岡小学校PTA会長 )

12.手 配 担 当

1)当 日役員の夕食係 (お にぎり集計、配布)        第一部会 (皆川 )

2)太鼓の用意 (内海 洋希秀に依頼)           第一部会

3)ごみ箱 (ダンボール箱)                 長沼さま依頼
4)花火の用意、食券の準備、ご祝儀 (のし)用紙準備     総務部

5)水槽借用 (子供会 -1、 本部 -1、 青少年部-2)     第一部会 (柏 屋 )

6)投 光機レンタル手配                 第一部会

7)校庭の鍵借用 (門 、外 トイレ、PTA室 、防災倉庫)     第一部会

8)接客用記念品 (タオル 100本、缶ビール 100缶 、他)    会計

9)踊つた方々への粗品 (200人分)            子供会

10)花火用のゴザ準備                  深瀬
11)トイレットベーパー 女性トイレ             数個
12)お礼 (勝亦様 、…・)

13.慰 労 会 (日 時・場 所 )

8月 7日 (日 )午前 11時 00分 (片付け終了後 )～  柏尾町内会館 (準備は婦人部に依頼 )

14。 そ の他 確 認 事 項

1)盆踊り大会の開催準備、後片付 けについては実行委員会が中心となり、役員全員の

協力で行うこととする。

2)会計については「盆踊り会計」として別枠処理し、残金をすべて「慰労金」として分配せ

ずに、会計に戻すこと。

3)売店の準備の間、会場 には、常に人を残しておき、外部の人間による機材の盗難等に

注意すること。

4)当 日の役員は目印として、「豆絞 り」手ぬぐいをつけること。
5)接待 に使うビール、ジュース、焼きそば等を売店から持ち出すときは「食券/交換券 Jを

提 出して交換のこと。

6)食 中毒の季節でもあり、食物、飲み物の衛生管理は徹底して行うこと(消 毒薬使用 )

7)雨天その他の理 由によって、実施か中止の判断は当 日の朝 8時 に実行委員会を開催
して決定し、広報車 (消 防車 )にて町内に連絡する。

8)注意事項をよく守り全員で協力してお年寄りから子供さんまでが楽しめる大会にする。
9)当 日役員用夕食用おにぎりの配布方法

7月 役員会にて必要数の集計 (本部、各部単位)担 当 :皆川

当 日は16:00(納入は15:30)に本音5テントにて配布 (各 部代表者が取りに行く)

10)役員全員 に食券 (各 自500円 、子供会の食券も可 )を配布し、各 自飲食物と交換する。

(子供会発行の券はゲーム専用とする。お釣り用として50円 券も用意 :総務 )

配布方法 :夕 食 (お にぎり)と 同時に配布します。担 当 :本部

対象 :役員全員、踊り手 (踊 りのみ )、 当 日のお手伝い

模擬店は食券か現金のみの販売とします (勝手に売り物を持ち出さない )

11)終 了後、売り物の残数を各担 当は確認をお願いします。

残飯、売れ残り品などは会場に残さず持ち帰る。
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15。 模 擬 店 (2016年 予 定 )

1)子供会の模擬店
。おもちゃ              @50円 ～ 100円
。 スーパーボールすくい       @50円 /回
。ヨーヨーすくい          @50円 /回
0ラムネ                @loo円
。ゲームコーナ( ?)        @50円 /2回
・ 駄菓子             @lo～ 60円
。 チューペット            @20円

2)青少年部の模擬店
。ヤキソバ       @100円         300玉
・ ヤキトリ        @ 50円  10本 /1人   もも:3000本
。 フランクフアレト      @loo円          500本
・ 缶ビール       @250円         6箱
・ カンチュウハイ     @150円          6箱
・ 茶、ジュース各種   @100円         25箱
・ 焼きとうもろこし    @50円         150個 (50本 *3)

・ 枝豆        @50円 /コップ     100個
。 生ビール        @350円         70L
・ 看板、値札

3)婦人部の模擬店
。おでん       @200円 (5種類 )

4)町内有志による(2015年 実績 )

「コンドルズ」
・たこ焼き(¥150)、 ポテトフライ(¥100)、
。チキンナゲット(¥100)、 ワイン(チーズ)(¥200)

**「お願 い 」**
氷 、2L分の作 製 依 頼 (ペットボ トル 、牛 乳 パ ックなどで 1週 間程 度 凍 らす )

当 日 (8/6)午 後 4時以 降 に会 場 へ お 願 い 致 します 。

以上
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回 覧
2016年 6月 25日

町内会長 齋藤純一

盆踊り実行委員会

柏尾町内会盆踊ιl大会

お囃子太鼓のご案内

毎年 8月 に柏尾町内会納涼盆踊り大会が柏尾小学校校庭で行われています。開場では、や

ぐらの上で盆踊りを盛り上げる太鼓が披露されています。太鼓のロロき手は、柏尾町にゆかり

のある方にお願いしていますが、た<さんの方に太鼓の楽 しさを矢□っていただきお祭りをよ

リー層盛り上げていきたいとの思いから、このたび柏尾町内会では、太鼓のロロき手を募集い

た します。

参加者は老若男女間わず柏尾町にお住まいの方ならどなたでも結構です。小学生以上なら

お子さんだけの参加でも構いません。参加 したい方を集めて太鼓の練習日を設けて先生に指

導 していただきます。

皆様む、るつてご参加ください。お待ちしています。

1.練習日時    :7月 3日 (日 )、 10日 (日 )、 17日 (日)各 16時～

2.練習場所    :舞 岡第二町内会館 (舞岡バス車庫のそば)

3.用意する物   :な し

4.費用      :無 料

5。 練習方法  太鼓の基本を練習。バチは代用品を用意 します。

6.指導者   金子 雅之氏 (元舞岡小学校 P丁∧会長 )

※ご不明点、ご質問などもお気軽にご連絡 <ださい。

詳細は参カロ申し込み者へ連絡致 します。

`参加申し込み :皆川 (824-9187)

メール :minagamina@docttmo.∩ e.lo

以 上



覧回

会長

青年会

女尋ノk音『

2016年 6月 25日

齋藤純―

江橋 賢治

皆川雅子

柚尾町内会 リンテイサポーター募集のご案内

このたび柏尾町内会では、町内で行われる各種行事を一緒に盛り上げてくださる方を「ワ

ンデイサポーター」と称 して募集いた します。

1日だけのお手伝いなら柏尾町のために協力していただけるという方、男女問わず、お―

人でも、ご家族でも、学生さんでも、ご都合のいいとき、お時間のとれる範囲で構いません。

近年、災害や殺伐としたニュースも多 <、 地域の力の大切さが見直されている中、一人でも

多<の万に町内行事に参力□していただき、交流の輪を広げていただけたら幸いです。

お申し込みは、お名前・メールア ドレス (または電話番号)をご連絡いただくのみです。

あとは行事ごとに担当者から詳細案内 。参加募集をメール (またはお電話)いた しますので、

その都度「参加」、「不参加」を返信 していただければ結構です。

【現在行つている主な活動内容 】

・舞岡柏尾ケアプラザまつり (6月 )・ … 餅のつき手、まるめ、販売など ⇒今年は終了

・納涼盆踊 り大会 (8月 6日 )・ … 会場設営、各種売店の調理・販売など
。敬者の日祝賀会 (9月 11日 )。 … 会場設営、食事準備、接待など

・秋季レクリエーション大会 (10月 2日 )・ … 連含町内会の運動会への参加

・町内会餅つき大会 (12月 4日 )・ … 餅のつき手、まるめ、接待など

【申し込み方法 】

江橋 賢治

鈴木 敦信

鍋田 洋子

下記いずれかの担当まで、メールかお電話にてご連絡願います。

(メ
ール)ebaken0930@yahoooco.jp

(メ司D tonshin1 967@gmail.cttm

(丁EL)821-7345

(丁巨L)821-3612

(丁巨L)824-7170

※ご不明点、ご質問などもお気軽にご連絡<ださい。

【登録させていただく情報 】  1.お 名前 2.メールアドレス (または電話番号)

※登録された個人情報はワンデイサポートの連絡以外に使用されることはありません。

ご登録をお待ちしております。

L―



柏尾町内会開催行事へのお手伝いを
1日 だけお願い出来ませんか ?

ワンディサポTターに登録頂き、行事ごとに参加の
確認をします。

2016/6/25
詳細は裏面の募集案内をご覧くださll

″′・́ξ。・ち籠́́，ｆ。ま・　　　，争・資ヽ
．

町内の行事をみんなで
盛り上げよう :

1日 だけのお手伝いを
お願い出来ませんか ?

柏尾町内会

青年会、婦人部

申し込み先

募集方法

ご参加ご希望
の方はC申し込
み先に連絡をお
願いします。



自治会町内会長 各位

市 地 防 第 106号

平成 28年 6月 17日

横浜市市民局地域防犯支援課長

自治会町内会が防犯カメラを設置する際の補助制度利用の

意向確認について (依頼)

初夏の候、皆様におかれましてはますますのご清祥のことと存 じます。また、

日頃よ り市政推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

横浜市では自治会町内会が防犯カメラを設置する際に費用の一部を補助する「地

域防犯カメラ設置補助金 (仮称 )」 制度を新たに設けることを検討 しています。

つきましては、別紙 「地域防犯カメラ設置補助金 (仮称)制度の概要」をお読み

いただき、本年度中にこの制度を利用 して防犯カメラの設置を希望する自治会町内

会は、各区地域振興課にご相談のうえ、意向確認シー ト 【様式 1】 をご提出いただ

きますようお願いいたします。

配 付 物 :・ 地域防犯カメラ設置補助金 (仮称)制度の概要

・補助制度における申請書類一覧 【別紙 1】

・意向確認シー ト 【様式 1】

依頼内容 :補助金について交付を希望する場合は

意向確認シー ト 【様式 1】 の提出をお願いします。

提 出 先 :各区地域振興課

ご持参または FAXで ご提出ください。

(送付先は 3枚 目裏面をご覧ください)

提出期限 :7月 25日 (月 ) 必着

※なお、今回の意向確認は制度の新設にあた り、地域のニーズや必要と

なる予算額などを把握するために行います。

・防犯カメラの設置をご希望された自治会町内会は、意向確認シート

提出後に、横浜市と必要な調整を行つていただきます。

・その後、別紙 1「申請書類一覧」に記載した書類を作成し、

9月 15日 (月 )までに提出していただくことになります。

横浜市市民局地域防犯支援課

担当 山口、井上、三國  =ぎ 1

電言舌 671-3705   11:11■ ■
_・
'卜 :‐

,

Fax 664-0734



○ 参考

<経緯>
・平成 24年度～27年度 (神奈川県「安全 。安心まちづくり団体事業補助制度」)

自治会町内会が防犯カメラを設置 しようとする場合、自治会町内会は神奈

川県 に補助金の交付申請を行い、神奈川県の審査を経て、神奈川県が自治会

町内会に対 して直接補助金を交付していました。この制度では他の公共団体

か ら補助制度は併用できませんでした。

(補助額 :カ メラ 1台当た り 8万 円を上限に 1団体 3台まで )

・平成 28年度～31年度 (神奈川県「地域防犯力強化支援事業」)

神奈川県は、今年度か ら自治会町内会に対 して直接補助する方式をやめ、市町村

の補助制度に上乗せする形で補助することとな りました。そのため自治会町内会に

対 しては、当該市町村の補助と神奈川県の補助を合わせて、市町村か ら交付するこ

とにな ります。

横浜市は、自治会町内会の防犯カメラ設置に対する補助制度がないので、神奈川

県の制度変更 に対応できるよう、現在、補助制度を新設するための検討を進めてい

ます。

<補助額>
神奈川県の新制度では、自治会町内会が防犯カメラを設置するに際し、カメラ

1台あた り、補助率 2分の 1で 18万 円を上限 として機器購入費用及び設置工事費用

等を補助することとしています。

これに、それぞれの市町村が設定する補助 を加えて、自治会町内会に補助金を交

付 します。

なお、1団体 あた りのカメラの台数制限はありませんが、今年度の補助台数は県内

で 160台 としています。

補助制度のイ

1台当たり補助対象経費の 10分の 9(上限 32万 4,OOO円 )

※補助金は、県からの補助も含めた額を、横浜市か ら自治会町内会に対し交付します。

自治会町内会の負担

【横浜市補助 (検討中)】

補助率 :10分の4

(上限 14万 4,000円 )

【神奈川県補助】

補助率 :10分の 5

(上限 18万 円)



【801】

第 2号様 式 (地域活動推進費補助金交付要綱第 6条第 1項 )

第 3号様 式 (防 犯灯維持管理費補助金交付要綱第 6条第 1項 )

戸地振第 300号

平成 28年 6月 13日

団体名 柏尾町内会

代表者 齋藤 純一 様

戸塚区長  田雑 由紀乃

平成 28年度地域活動推進費 0防犯灯維持管理費      =
補助金交付決定通知書

平成 28年 5月 31日 に申請のありました地域活動推進費・防犯灯維持管理費の補助金については、

次の条件を付して交付することを決定しましたので通知します。

1 地域活動推進費補助金

補助金交付決定額    702,800円

2 防犯灯維持管理費補助金

補助金交付決定額    44,000円
《積算内訳》

(防犯灯数)(補助単価) (補 助金額 )

20灯 ×@2,200円 =  441000円

3 交付条イ牛

(1)共通事項

ア この補助金は、申請以外の目的での使用又は流用はできません。

イ 地域活動を中止する場合、又は申請を取下げるときは、速やかに区長に報告してください。

ウ この補助金の交付条件に違反し、又は次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の

内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求める

ことがあります。

① 補助金交付要綱又は補助金の交付決定の内容に違反したとき。

② 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

③ その他区長が必要と認めたとき。
工 次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は 5万円以下の過料に処せられます。

① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

② 補助金の他の用途への使用をしたとき。

オ 区長は、補助金の使途について調査の必要があると認めたときは、資料の提出等を求めるこ

とがあります。

(2)地域活動推進費補助金関係

ア 当年度の活動完了後、速やかに活動実績報告書 (第 6号様式)を区長に提出してください。

イ 自治会町内については、活動実績報告書及び添付書類を審査した結果、「補助対象経費に 3

分の 1を乗じた額」が、「交付した補助金額」に満たない場合は、その差額を返還していただ

きます。

ウ 地区連合町内会については、活動実績報告書及び添付書類を審査した結果、「基礎的支援費

と (補助対象経費一基礎的支援費)に 3分の 1を乗じた額の合計額」が、「交付した補助金額」

に満たない場合は、その差額を返還していただきます。

戸塚区地域振興課

担当 :三 宅皿L866-8412



第 7号様式 (第 11条 )

【801】

戸地振第 299号

平成 28年 6月 13日

団体名 柏尾町内会

代表者 齋藤 純一  様

戸 塚 区 長 畔 岨 乃 ■ 二J
ii   li壼|

平成 27年度地域活動推進費補助金額確定通知書

平成 28年 5月 31日 に報告を受けました地域活動推進費補助金について、活動実績報告書

等の審査の結果、次のとおり補助金の額を確定しましたので、要綱第 11条の規定により通知

します。

1 補助金確定額

683,200円

戸塚区地域振興課

担当 :三宅TEL866-8412



自治会町内会代表者 様

平成 28年 6月 13日

戸塚 区地域振興課長

平成 28年度

地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付決定通知書等の送付 について

時下 ます ます御清祥の こ ととお喜び 申 し上 げます。

日頃か ら、市政の推進 に御 協力いただき厚 くお礼 申 し上げます。

さて、先 に ご提 出いただきま した標記補助金 関係書類 につ きま して、次の書類 を

送付いた します。

また、地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付請求書につきましては、記入 。

押印の うえ、締切 日までに御提 出 くだ さい。

1 送付書類

(1)平 成 28年度地域活動推進費 口防犯灯維持管理費補助金交付決定通知書

(2)平成 28年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付請求書

※ 請求書の代表者印について 【お願い】

請求書の印は、以前提出 していただいた「口座振替依頼書」に押印 した

代表者印と同じ印鑑を押 してください。

※ 平成 28年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付決定通知書

の写 しを請求書に添付 してください。

平成 28年度地域活動推進費 口防犯灯維持管理費補助金交付請求書の提出締切日

平成 28年 6月 27日 (月 )

交付 時期

提 出締切 日か らおおむね 30日 以内

※ 締切 日以降に提 出され た場合 は、請求書受理 日か らおおむね 30日 以 内

担当 :戸塚 区地域振興課 三宅

〒24牛0003戸塚 区戸塚町 16-17

Tel:866-8412  Fax:864-1933



第 5号様式 (地域活動推進費補助金交付要綱第9条第1項 )

第 5号哺にテミ (防犯灯維持管理費補助金交付要綱第7条 )

平成 28年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付請求書

平成 28年 6月 ′イ 日

(請求先)

戸 塚 区 長 殿

(請求者)所 在 地 芦塚 ご井6え ら 121卜 2_

次の各補助金を請求します。

1 地域活動推進費補助金

請求金額    7′ 2′

'θ
∂   円

2 防犯灯維持管理費補助金

請求金額     
“

ク′′′   円

※平成 28年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付決定通知書の写しを添付して
ください。

※請求書の印は、以前提出していただいた「口座振替依頼書」に押印した代表者印と同じ
印鑑を押してください。


