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～お知らせ～ 

 

都筑区連合町内会自治会のホームページが完成しました。 

 

毎月の区連会レジュメ（本紙）のほか、各地区からの地域行事やお知らせ

等も随時掲載していかれる予定です。既に自治会に加入されている方も、こ

れから加入される方にも、お役に立てるページになるよう、定期的な情報更

新も予定されています。 

 

簡単に申込できる自治会町内会への加入フォームもございますので、是非

御活用ください。 

    

URL：https://www.tuzuki-kurenkai.net/ 

 

 

 

 

都筑区の人口・世帯数データについては、令和２年国勢調査実施中のため、掲載を停止します。

最新のデータ提供については令和３年７月を予定しています。  
 

https://www.tuzuki-kurenkai.net/
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《 市連報告事項 》 
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 

１ 令和３年度日本赤十字社会費募集について     ［資料１］ 
（日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部都筑区地区委員会）    半田（はんだ）事務局長 

  

令和２年度の日本赤十字社会費募集につきまして、コロナウイルス感染症の影響がある中、 

格別の御協力をいただき厚く御礼申しあげます。 

 令和３年度の会費募集につきまして、皆様の御理解と御協力を引き続きお願いいたします。 

一世帯あたりの目安額は今年度と同額の 200円を予定しています。 

 都筑区における募集への協力依頼は、４月の連合町内会自治会定例会にて、改めて御提案 

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◆資料：席次配布のみ 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

＜参考 URL＞- 

 

２ 初期消火器具等設置費用の一部補助について   ［資料２］ 
（消防局予防課）                佐藤（さとう）都筑消防署予防課長 

 

令和３年度の初期消火器具設置補助について、自治会町内会が初期消火器具等を新規、更

新設置及び一部更新設置する際の費用の一部を補助する事業の申請受付を開始します。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞都筑消防署予防課予防係（電話：045-945-0119） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/syokisyoukakigu.html 

 

３令和３年度地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ［資料３］ 
（市民局地域防犯支援課）            篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

地域が取り組む防犯活動の支援の一環として、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制度」を、神奈川県と連携して実施いたします。 

【申請書、申請の手引配付場所】：都筑区役所地域振興課または、下記市民局ホームページ 

【申請書類提出期限】：令和３年６月 30日（水） 

【補助対象経費】：防犯カメラ等購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

【補助率】：防犯カメラ１台ごとに補助対象経費の 10分の９ 上限額 200,000円 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞市民局地域防犯支援課（電話：045-671-3705） 

＜参考URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/syokisyoukakigu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html


2 

 

４ 令和３年度 ＬＥＤ防犯灯整備事業について     ［資料４］ 
（市民局地域防犯支援課）           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

令和３年度は、電柱へのＬＥＤ防犯灯及び鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設工事を行います。

設置を希望する自治会町内会は、区役所地域振興課にて申請書をお受け取りのうえ御提出く

ださい。 

【提出期限】：令和３年５月 31日（月）   

【提出先】：都筑区役所地域振興課 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞市民局地域防犯支援課（電話：045-671-3709） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/LEDbohan/settijigyou.html 

 

５「令和３年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について                

［資料５］ 
（市民局地域活動推進課）             金指（かなさし）都筑区総務課長 

 

「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営して

います。令和３年度もこれまでと同様に、継続して実施します。 

事業周知のため、令和３年度版のリーフレットを３月の区連会資料に同封して各自治会町

内会長あてにお送りします。よろしくお願いいたします。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-3624） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/shien/hoken/hoken.html 

 

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 
６ 新型コロナウイルスワクチン接種について     ［資料６］ 
（健康福祉局健康安全課）       諏訪（すわ）健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 

 

４月以降に予定されている接種開始に向けて、対象者別の接種時期や個別通知、接種手法

等について、御案内します。あわせて、各自治会町内会におけるポスター掲出について、御

協力をお願いいたします。 

 

◆資料：ポスター掲示をお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。） 

＜問合せ先＞健康福祉局健康安全課（電話：045-671-4890） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-01.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/LEDbohan/settijigyou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/shien/hoken/hoken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-01.html
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

 

 

７ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について      ［資料７］ 

（都市整備局 IR 推進課）           川島（かわしま）都筑区区政推進課長 

 

１ ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について 

  第１回～５回までの事業説明会の実績を報告します。また、サテライト会場については、

新型コロナウイルス感染症の影響等により、すべての会場での実施を見合わせました。 

２ 横浜イノベーションＩＲのイメージポスターについて 

  横浜イノベーションＩＲの情報を広く市民の皆様に知っていただくために、イメージポ

スターを作成し、３月は横浜駅中央西口駅前広場や鉄道６社の駅構内に掲出しています。 

３ 横浜イノベーションＩＲのオンラインシンポジウム開催について 

  横浜イノベーションＩＲに関するオンラインシンポジウムを３月 27日（土）13時に開

催します。YouTubeサイトでライブ配信しますので、どなたでもご覧いただけます。 

４ 広報よこはま特別号の発行について 

  １月 21 日に発表した実施方針の内容をご説明する広報よこはま特別号を３月 14 日に

発行しました。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

    ※各自治会町内会への配送資料は広報よこはま特別号のみ。 

＜問合せ先＞都市整備局 IR推進課（電話：045-671-4135） 

＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/ 

 

 

８地域の防犯パトロールマニュアル動画の配信・DVD貸出のお知らせ［資料８］ 
（市民局地域防犯支援課）           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

自治会町内会等の防犯担当の方向けに地域の防犯パトロールを効果的に行うためのポイ

ントをまとめた動画を制作いたしました。 

つきましては、皆様に御視聴いただけますようお願い申し上げます。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞市民局地域防犯支援課（電話：045-671-3705） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/chikibohan/douga.html 

 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/
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９申請書等への押印・署名の見直しについて      ［資料９］ 
（市民局地域活動推進課）           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

本市に御提出いただく申請書等について、押印・署名の見直しを行い、準備が整ったもの

から３月１日以降順次、押印・署名を廃止しています。そのうち、自治会町内会に関係する

主な手続きの取扱いをまとめましたのでお知らせいたします。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

 

10 令和２年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査結果（速報）に

ついて                         ［資料10］ 
（市民局地域活動推進課）           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

自治会町内会・地区連合町内会アンケートへの回答に御協力いただきありがとうございま

した。単純集計の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/tyosa.html 

(令和３年３月下旬更新予定） 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/tyosa.html
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《 区関係報告・依頼事項 》 

①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 
 

11第22回都筑区グラウンドゴルフ大会への選手の推薦について ［資料11］ 
（都筑区スポーツ推進委員連絡協議会）        篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

グラウンドゴルフ大会を次のとおり開催します。つきましては、各地区連合より参加選手

の推薦をお願いします。 

１ 主催 都筑区スポーツ推進委員連絡協議会 

２ 日時 令和３年６月６日（日）午前９時～（予定） 

※雨天の場合、令和３年６月 13日（日）午前９時～ 

３ 会場 ＪＡきたグラウンド 

４ 推薦について 

（１）推薦人数 １チーム６名を１～２チーム（合計６名～12名） 

   ※中学生以上の方で性別は問いません。 

   ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からチーム数を減らしております。 

（２）推薦期限 令和３年４月９日（金） 

（３）提出方法 別添の推薦書に御記入のうえ、都筑区役所地域振興課区民活動係あてに 

ＦＡＸでお送りください。 

５ 参加料について 

（１）参加料  １チームあたり 3,000円 

（２）納入期限 令和３年５月 12日（水） 

（３）納入方法 都筑区地域振興課区民活動係まで直接お持ちください。 

 

◆資料：席次配付のみ。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2235） 

＜参考 URL＞- 

 

  



6 

 

12 令和３年度自治会町内会現況届及び地域活動推進費補助金等について 

［資料12］ 
（地域振興課）                  篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 自治会町内会の実態の把握、及び補助金の支給手続きのため以下の書類の提出をお願いい

たします。 

１ 現況届 

 【連合加入の場合】 

  提出期限：令和３年４月 30日（金） 

  提出先 ：地区連合町内会 

  ※連合ごとに取り纏めの上、地域振興課に令和３年５月 31 日（月）までに御提出をお

願いいたします。  

 【連合未加入の場合】 

  提出期限：令和３年４月 30日（金） 

  提出先：地域振興課 

 ※加入世帯数については根拠が示せる数字とし、総会資料等にも記載をお願いいたします。 

 

２ 令和２年度地域活動推進費補助金活動実績報告書 

  提出期限：令和３年８月 31日（火） 

  提出先：地域振興課 

  ※令和２年度に補助金を申請した自治会町内会は必ず御提出ください。 

 

３ 令和３年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書 

  提出期限：令和３年８月 31日（火） 

  提出先：地域振興課 

※詳細につきましては、区連会終了後、各自治会町内会長あての配送資料を御確認ください。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2231） 

＜参考 URL＞https://tuzuki-kurenkai.net/download/index.html 

     （令和３年３月下旬更新予定） 

 

13 令和３年度地域防犯活動助成金交付申請及び報告について  ［資料 13］ 
（地域振興課）                  篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

都筑区では、自主防犯活動を実施する団体に対して「都筑区地域防犯活動助成金」を交付

しています。令和２年度に助成金の交付を受けた場合、並びに令和３年度に助成金の交付を

希望する場合は、申請書類等を御提出いただきますようお願いいたします。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2234） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichikai/jitikaishien.ht

ml（令和３年３月下旬更新予定） 

https://tuzuki-kurenkai.net/download/index.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichikai/jitikaishien.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichikai/jitikaishien.html
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14 令和３年度「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び前年度

の活動報告について                ［資料 14］ 
（総務課）                       金指（かなさし）総務課長 

 

令和３年度につきましても、地域防災活動の支援の一環で、「町の防災組織」の行う防災

活動に対して、町の防災組織活動費補助金（１世帯あたり 160円）を交付します。 

貴団体におかれまして申請をする場合には、町の防災組織活動費補助金交付申請書を総務

課に御提出ください。 

また、令和２年度に補助金の交付を受けた団体につきましては、町の防災組織活動費補助

金実績報告書を総務課に御提出ください。 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞都筑区総務課（電話：045-948-2212） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/sonota/R02mach

ibou.html（令和３年３月下旬更新予定） 

 

 

15 都筑区災害時要援護者支援事業補助金の令和３年度の申請及び 

令和２年度の精算の御案内について              ［資料 15］ 
（福祉保健課）                                     山本（やまもと）福祉保健課長 

 

都筑区では、災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」について、各地区の取組を支援

するため、補助金を交付しております。 

 つきましては、令和３年度に事業を実施する地区からの補助金の申請及び、令和２年度に

交付した補助金の精算について御案内いたします。 

 

◆資料：席次配布のみ。 

＜問合せ先＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saiga

i-shien/tuzukisonae.html 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/sonota/R02machibou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/sonota/R02machibou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html
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16 令和３年度における地域懇談会の開催について  ［資料 16］ 
（福祉保健課）                  山本（やまもと）福祉保健課長 

 

第４期地区別計画を推進するため、令和３年 12 月末までに地域懇談会を開催いただきま

すようお願いいたします。また、別紙１「『第４期都筑区地域福祉保健計画 地域懇談会』

の日時・会場等について」の御提出をお願いいたします。 

なお、新型コロナ感染症の拡大状況によっては、地域懇談会の中止または延期をお願いす

る場合もある事を御了承ください。 

 

◆資料：席次配布のみ。 

＜問合せ先＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

＜参考 URL＞- 

 

 

17 令和２年度「つづき あいフォーラム」の開催について（延期後）［資料17］ 
（福祉保健課） 

（社会福祉協議会）                  山本（やまもと）福祉保健課長 

 

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令を受け、延期していました令和２年

度「つづき あいフォーラム」を次のとおり、一部開催方法を変更し、開催します。 

 

◆資料：席次配布のみ。 

＜問合せ先＞福祉保健課（電話：045-948-2344） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/3ki.html 

 

 

18 令和３年度都筑区家庭防災員自主活動補助金説明会の開催について 

［資料18］ 
（都筑消防署）                      佐藤（さとう）予防課長 

 

家庭防災員の自主活動を推進するため、家庭防災員自主活動補助金申請の説明会を実施し

ます。自治会町内会長あてに説明会の案内を送付し、参加人数の報告を依頼します。 

 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞都筑消防署 予防課予防係（電話：045-945-0119） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/katei/kabou.html 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/3ki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/katei/kabou.html
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19 令和３年度日本赤十字社会費募集運動用必要資材調査について

［資料 19］ 
（日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部都筑区地区委員会）    半田（はんだ）事務局長 

 

令和２年度日本赤十字社会費募集につきましては、皆様に御協力をいただきありがとうご

ざいました。令和３年度赤十字会費につきましても、皆様の御理解と御協力をお願いいたし

ます。会費募集運動実施にあたり、必要資材の調査をさせていただきたく御協力をお願いい

たします。 

〇調査依頼内容 

・自治会町内会ごとに必要資材につきまして、調査票に御記入いただき、事務局までＦＡＸ

等にて御提出をお願いいたします。 

・令和２年度と変更がない場合も御回答をお願いいたします。                                      

【提出先】日赤都筑区地区委員会 （都筑区社会福祉協議会内） 

【提出期限】令和３年４月 19日（月）  

                                                        

なお、一世帯あたりの目安額は次の通りです。正式には４月に開催予定の日赤都筑区地区 

委員会総会にて決定いたしますが、自治会町内会の予算編成の参考としていただければ幸い 

です。                                                          

【令和３年度目安額】200円（一世帯あたり） 

 

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

＜参考 URL＞- 

 

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 
 

20 令和３年度 都筑野菜朝市の開催について（上半期） ［資料 20］ 
（区政推進課）                   川島（かわしま）区政推進課長 

 

地元の農家さんに御協力いただき、都筑区総合庁舎で定期開催している都筑野菜朝市につ

いて、令和３年度上半期の開催日が決まりましたのでお知らせいたします。 

なお、これまで朝市は毎月第２・４土曜日に開催していましたが、令和３年度より、曜日

が変更となり、毎月第２・４火曜日及び第４土曜日に変更となります。また併せて、開催場

所も、これまで総合庁舎前で開催していたものを、駐車場横通路に変更となります。 

こちらの開催チラシについて、ポスター掲示の御協力をお願いいたします。 

（実施日時） 毎月第２・４火曜日及び第４土曜日 午前９時 30分～正午 

※売り切れ次第終了 

※出店者の情報は、都筑区ホームページで確認できます。 

 

◆資料：ポスター掲示をお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。） 

＜問合せ先＞区政推進課（電話：045-948-2227） 

＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/shokai/kogyo-nogyo/nougyo/page3.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/shokai/kogyo-nogyo/nougyo/page3.html
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 
 

21 都筑区役所の係名の一部変更について（令和３年４月）［資料 21］ 
（総務課）                      金指（かなさし）総務課長 

 

令和３年４月から高齢・障害支援課とこども家庭支援課の係名が変更となります。 

 

◆資料：席次配布のみ。 

＜問合せ先＞都筑区総務課（電話：045-948-2212） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

22 消防署の機構改革について            ［資料 22］ 
（都筑消防署庶務課）                     座間（ざま）庶務課長 

 

消防署の警防体制やマネジメント体制を強化するため、これまで係長に相当する階級を配

置していた予防課長、警防第一課長、警防第二課長等の職位・職責を見直し、課長に相当す

る階級を配置する「総務・予防課長」、「警防課長」、「警防第一担当課長」、「警防第二担当課

長」に再編します。 

 

◆資料：席次配付のみ。 

＜問合せ先＞都筑消防署庶務課（電話：045-945-0119） 

＜参考 URL＞－ 

 

23 １１９情報について               ［資料 23］ 
（都筑消防署）                      佐藤（さとう）予防課長 

 都筑区の消防状況について報告します。  

 

24 治安情勢等について               ［資料 24］ 
（都筑警察署）                    須山（すやま）生活安全課長 

都筑区の治安情勢等について報告します。 

 

 

 

次回区連会日程 日時 令和３年４月 21日(水) 

午後１時 30分から 

会場 都筑区役所 ６階大会議室 

※開催方法については、改めてご連絡いたします。 
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《 【参考】提出期限一覧 》（令和３年３月 19日時点） 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 
 

所管課（提出先） 

３月 26日（金） 
クリーン・３R夢都筑区推進功労者 

表彰候補者推薦書 
区-2 ２月-P.4 地域振興課 

４月２日（金） 都筑区主要事業等説明会 区-1 ２月-P.4 区政推進課 

４月９日（金） 
第 22回都筑区グラウンドゴルフ大会への選手 

の推薦について 
区-1 ３月-P.5 地域振興課 

４月 19日（月） 
令和３年度日本赤十字社会費募集運動用必要資 

材調査について 
区-9 ３月-P.9 区社協 

４月 30日（金） 自治会町内会現況届 区-2 ３月-P.6 地域振興課 

４月 30日（金） 都筑区災害時要援護者支援事業補助金精算書 区-5 ３月-P.7 福祉保健課 

５月 14日（金） 
令和３年度家庭防災員自主活動補助金説明会 

参加申込書 
区-8 ３月-P.8 都筑消防署予防課 

５月 31日（月） 令和３年度ＬＥＤ防犯灯整備事業 申請書 市‐4 ３月-P.2 地域振興課 

５月 31日（月） 都筑区災害時要援護者支援事業補助金申請書 区-5 ３月-P.7 福祉保健課 

６月 30日（水） 令和３年度地域防犯カメラ設置補助 申請書 市‐3 ３月-P.1 地域振興課 

４月１日（木）～ 

７月 30日（金） 

初期消火器具 設置協力店舗への依頼書 市-2 ３月-P.1 都筑消防署予防課 

８月 31日（火） 
令
和
２
年
度
報
告 

令
和
３
年
度
申
請 

地域活動推進費補助金 区-2 ３月-P.6 地域振興課 

８月 31日（火） 地域防犯活動助成金 区-3 ３月-P.6 地域振興課 

８月 31日（火） 「町の防災組織」活動補助金 区-4 ３月-P.7 総務課 

４月１日（木）～ 

９月 30日（木） 

初期消火器具等設置費用の一部補助 申請書 市‐2 ３月-P.1 都筑消防署予防課 


