
町内会・自治会活動応援補助金活用事例集（速報版） 

～令和３年度にはこんな活用事例がありました～ 

 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年７月 川 崎 市 

市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 

災害時への備え 

防犯パトロール 

花壇の花植え 

加入促進活動 

高齢者の見守り 

掲示板の改修 



メニュー１ 地域の防災活動 

活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

災害時連絡先カード
の作成による助け合

いの体制づくり 

災害時等の避難・安否確認や救助活動の支援の際に利用するため、10 年
以上前から「町内会会員災害時の連絡先カード」を作成し保管しています。
補助金を活用してカードの記入ガイドを作成し、カードに記載された情報
を更新するとともに防災意識の啓発を図りました。 

・災害時連絡先カード記入
ガイドの作成委託費  

マンションにおける
災害備蓄の強化 

マンション内の大型倉庫を活用して、保存水や備蓄食料等、災害時の備蓄
品の充実化を図りました。 

・保存水、ようかん、携帯
おにぎり等備蓄品購入費 

災害時に備えた安否
確認タオルの配布 

 発災時に各世帯の目印となる「緊急時安否確認タオル」を配布し、災害時
の迅速な安否確認の実施と防災意識の啓発を図りました。 

・タオル購入費 

災害時に備えた 
備蓄食料の充実や 
不足資材の補強等 

保存水やアルファ化米を購入し備蓄食料を充実させるとともに、土嚢袋
やアルミロールマット等の不足資材を補強しました。 

また、安否確認タオルを購入・配布し、防災訓練の際にタオル掲示を実施
することで、防災意識の啓発を図りました。 

・備蓄食料購入費 
・災害時用消耗品購入費 
・タオル購入費 

 簡易トイレを購入し防災倉庫で保管するとともに、掲示板を使い会員に
周知しました。 

・簡易トイレ購入費 



メニュー２ 地域の安全・安心まちづくりの推進に係る活動 

活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

お揃いの防犯ベスト
によるパトロール 

防犯や交通安全のパトロール時に着用する、町内会カラーのベストと町
内会ロゴマーク入りの帽子を作成しました。お揃いのベスト等をパトロー
ルで着用することで、⼀目で「町内会パトロール」と分かるため、住⺠の
安心にもつながるようです。 

・ベスト、帽子購入費 

坂の多い地域におけ
る高齢者等お休み 

ベンチの設置 

地域住⺠から『坂の途中にベンチを設置してほしい』との要望があり、
高齢者等がお休みできるベンチを新たに設置しました。町会において、高
齢者が安心して外出できる環境づくりを地域の課題として捉え、課題解決
に向けて主体的に取り組まれた事例です。 

・ベンチ設置費用 

子どもたちと⼀緒に 
パトロール 

年末の防犯・防火パトロールを子ども会と⼀緒に行いました。子どもた
ちにも防犯・防火の大切さを感じてもらえる取組です。参加した子にはお
菓子が配られます。 

・拍子木購入費 
・茶菓代 

市ガイドラインに準
じた防犯カメラの 

維持管理 

 地域の安全・安心な暮らしを守るため市のガイドラインに準じた設置・
運用がされている防犯カメラについて、電気代とメンテナンス代に補助金
を活用しました。 

・防犯カメラの維持管理費 



メニュー３ 地域の環境美化活動 

活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

公園の美化活動 
「みんなでまちをきれいに」。住⺠の⼿によって町内会館隣の公園を季

節の花でいっぱいにしました。月２回の美化活動には、延べ 194 名が参加
し、除草作業には地元の障害者施設も参加しました。 

・花、花壇、土、肥料購入 
・樹木剪定費 
・参加者の茶菓代 

ごみ集積場の 
環境改善 

今までは予算面で大きな対策が取れなかったが、補助制度の開始を機に
折りたたみ式ごみネットを購入し、ごみ集積場の衛生環境の向上を図りま
した。 

・折りたたみ式ごみネット
購入費 

マンション自治会に
おける公開空地内の 

緑化や美化活動 

公開空地における花壇の植え替え等によって美しいまちづくりに取り
組むとともに、花植えを通じた地元小学生との交流にも意欲的に取り組
みました。 

・花壇整備委託費 
・花購入費 

町内のプランター 
植替え作業 

毎年 6 月と 12 月に町内 80 ヶ所のプランター植え替え作業を行ってお
り、区の花パンジーを活用した町内の美化推進に取り組みました。 

・パンジー苗、腐葉土購入費 
・茶菓代 

 

 



メニュー４ 地域住民の参加と交流を促進する活動 

活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

ひとり親家庭等の子
どもたちへの学習支
援や居場所の提供 

週に 2 回、ひとり親家庭や生活保護を受けている子どもたちの学習支
援や居場所の提供を行っています。低いテーブルに正座という従来のス
タイルは慣れない子どもには難しかったため、補助金を活用して⻑机と
椅子を購入し、勉強に集中できる環境づくりに取り組みました。 

・備品購入費 
(⻑机・椅子) 

感染症対策に工夫を
凝らした餅つき大会 

参加者に提供する餅にはレンタルした餅つき機を使用し、子どもの餅
つき体験コーナーを設置するなど、時代に対応したイベントの形を模索
しました。餅の配布には幅広い世代の方々が広場へ集まり、体験コーナ
ーでは記念撮影に来場した保護者同士の会話が生まれました。 

・備品レンタル費 
(臼・杵・餅つき機) 

・材料費 
(もち米・粒あん・きな粉) 

マンション住⺠に対
する町内会・自治会
への加入促進活動 

マンション住⺠に対して町内会・自治会活動への参加を呼びかけるた
めのチラシを作成し配布・掲示した事例や、プロジェクターやホワイト
ボードなどの必要備品を購入し、町内会・自治会の活動を知ってもらう
ための新規加入説明会を開催した事例がありました。 

・印刷用紙、トナー購入費 
・プロジェクター、ホワイ

トボード等の備品購入費 
・チラシ印刷費 

コロナ禍において 
密を回避した 

イベント実施の 
工夫事例 

普段は会員が集まって実施していた「花見の集い」「七夕の集い」「夏
祭り」といった行事について、コロナ禍でなかなか⼀堂に集まれない状
況を踏まえ、短冊や絵画作品の展示を公園という解放された空間で催す
形式に変更することで、密を防ぐための工夫をして実施しました。 

・消耗品購入費 
・参加者の茶菓代 



活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

子ども会等への 
活動費の補助 

町内会から子ども会への助成金に補助金を活用し、子ども会では、少
年野球のユニフォーム代やプログラミング教室の開催経費など、将来を
担う地域の子どもの育成に力を入れました。 

・少年野球のユニフォーム
やバット、ボール購入費 

・講師費用、茶菓代等 

コロナ禍において 
工夫して実施した 
ウォークラリー 

家族・友人で参加できる町内探索型のウォークラリーイベントを開催。
開催期間に幅を持たせて混雑を避け、参加しやすくするなど、コロナ禍
においても地域活動を継続するために工夫して実施しました。 

・茶菓代、文具代 
・会場設営費用 

公園清掃とイベント
のタイアップ及び 

他団体との連携事業 

公園清掃と交流イベント『ミニマルシェ』をタイアップさせ、普段町
内会活動に参加しない住⺠や、町内会に加入していない住⺠に対して効
率的に活動をアピールするとともに、他団体と共催してイベントを開催
し、子育て世代との交流も図りました。 

・イベント開催経費 

子ども食堂を運営す
る団体との連携 

子ども食堂を運営する団体に協賛し、子ども食堂の運営に必要な備品
購入に補助金を活用しました。 

・炊飯器、ホットプレート 
大鍋、フライパン購入 

町内会ガイドブック
を活用した加入促進 

町の全体像とイメージを伝えるため、町内会の情報を網羅したガイド
マップを作成し、全⼾に配布することで、未加入者への加入促進と会員
への情報共有に取り組みました。 

・デザイン作成費 
・印刷費 



メニュー５ 社会福祉活動 

活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

高齢者の見守りを 
兼ねた食堂事業 

高齢者等の様子を伺う見守り活動として食堂事業を実施しました。事
前申込み制とし、町内会館にてテイクアウトするか、外出が難しい方に
対しては役員が声掛けをしながら食事を配達しました。 

・料理の材料費 

敬老祝い品を    
⼿作りで 

敬老の日のお祝い品として、市販品のほかに、婦人部で⼿作りした品
物を記念品としてお渡しすることで、地域住⺠の交流を深めました。 

・敬老記念品代（焼海苔等） 
・⼿作り記念品の材料費 

敬老祝いで世代間の
交流促進 

小学校の児童が書いた⼿紙を敬老祝いの記念品に添えて配布したこ
とで、⼿紙を受け取った高齢者から小学校にお礼の⼿紙が届くなどの
交流が生まれ、地域住⺠から好評な取組となりました。 

・敬老記念品代（お米） 
・⼿紙を書くための文具代 

子ども会の立ち上げ
イベントを開催 

子ども会の立ち上げ準備として、地域の子どもたちを集会所に招待
し、クリスマスツリーの飾りつけやイルミネーションの点灯式などを行
いました。 

・消耗品費 
・茶菓代 

楽しく学ぶ 
「健康講座オープン

カフェ」の開催 

 ⼿作りのお菓子を食べながら健康維持を目的に講座を開催していま
す。令和３年度は「自粛生活と加齢による頭と脚のフレイル対策」テー
マに６０名が参加しました。 

・会場費 
・講師謝礼 
・茶菓代 

３町会合同で 
ボッチャ大会を開催 

 近隣３つの町会・自治会と地域の団体、大学生などが協力して、毎月
１回地域交流イベントを実施しています。今回は補助金を活用してボッ
チャ大会を開催し、子どもから高齢者まで参加してくれました。 

・消毒液購入費 
・消耗品費 



メニュー６ 情報を共有する活動 

活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

SNS で情報発信 

SNS を立ち上げ、総会や清掃活動の様子をはじめ、区ソフトボール大
会の報告、公園に咲いた花など様々な話題を発信。情報発信を進めたこ
とで、毎月の公園清掃をボーイスカウトの子どもたちが⼿伝ってくれる
ようになりました。また、令和 4 年度の総会は SNS を活用して Zoom
との併用で実施しました。 

・町内会館への Wi-Fi 設置費 

ホームページの新設 

会員への町会情報の発信⼿段として、新しくホームページを作成しま
した。ホームページでは、活動の紹介をしているほか、町会の歴史や会
則、会議資料などを閲覧・ダウンロードすることができます。 

また、交通事故発生箇所や不審者情報等が地図に記載されているセー
フティマップを公開しています。 

・ホームページ作成委託費 

会館の通信環境整備
と交流の推進 

会館に Wi-Fi を導入することで、子ども会等の活動に ZOOM を活用
するなど、ネットワークを利用した交流活動を実施しました。通信環境
を整備することにより、若い世代も町内会・自治会活動に参加しやすい
環境を整えました。 

・町内会館への Wi-Fi 導入費 

加入者との情報共有
を円滑にする 

連絡用ポストの設置 

加入者から自治会への情報提供のために設置しているポストを更新
しました。誰でも気軽に自治会に情報や意見を提供する環境が向上し、
加入者と自治会のつながりを深めることに寄与しています。 

・連絡用ポスト設置費 



活用事例 活動の内容 補助金を活用した主な経費 

歴史ガイド案内板 
の設置 

自治会が主体となって、区域内に残されている有形無形の史跡や旧地
名などの由来を紹介・保護し、地域の活性化と付加価値の向上を図るこ
とを目的に「歴史ガイド案内板」を設置しました。 

案内板には、簡単な紹介文に加えバーコードを記載し、バーコードを
読み取ると、さらに詳しい説明が読めるウェブサイト「宮内歴史ガイド」
にたどり着くような工夫がされています。 

・石材、銘板購入費 
・施行工事費 

記念誌の作成 

町内会・地域の歴史や出来事をまとめた記念誌を作成することで、郷
土愛の醸成を図ることを目的に記念誌を作成しました。 

誌面には写真・図等も多く掲載されており、昔からの地元住⺠だけで
なく新たに住まわれた方にとっても地域の出来事を知ることができる
内容となっています。 

・記念誌作成委託費 

掲示板の改修 

掲示板を大きいサイズに更新する工事を実施しました。掲示できる枚
数が増えたことで地域住⺠への情報提供量が増え、また、ガラス⼾付き
の掲示板にしたことで、雨対策が不要となりました。 

雨による掲示物の汚損が防げ、ラミネート加工などの⼿間を簡略化す
ることができ、担当者の負担軽減につなげることができました。 

・掲示板工事費 

 


