
町会・自治会ハンドブック 

Ｑ＆Ａ・・・ あなたの「？」にお答えします。 

 

Ｑ１ コミュニティとは？ 
Ｑ１－１ これからのコミュニティ活動に求められるものは？    Ｐ.１ 

Ｑ１－２ コミュニティづくりに対して区の支援はあるの？     Ｐ.２ 

Ｑ１－３ 区民まつりの運営は？                 Ｐ.３ 

Ｑ１－４ 地域まつりは何箇所でやってるの？           Ｐ.４ 

Ｑ１－５ 地区委員会って、どんな団体？             Ｐ.５ 

Ｑ１－６ 環境をよくする運動って何？              Ｐ.６ 

 

 

 

Ｑ２ 町会・自治会 

Ｑ２－１ 町会・自治会って、どんな組織 

どんな活動をしているの？               Ｐ.７ 

Ｑ２－２ 町会・自治会に参加するメリットって 

どんなものがあるの？                 Ｐ.８ 

Ｑ２－３ 町会・自治会に対する財政的な支援ってあるの？     Ｐ.11 

Ｑ２－４ 集合住宅の方に ～町会・自治会への加入のおさそい～   Ｐ.12 

Ｑ２－５ 町会・自治会活動を活性化したい            Ｐ.13 

Ｑ２－６ ①連合体（連合町会・自治会連合会）の行事って？    Ｐ.14 

     ②連合体の活動にでると得するの？           Ｐ.16 

Ｑ２－７ 町会・自治会長のデータが流出してしまうことは？    Ｐ.17 

Ｑ２－８ 町会会館の土地（建物）を町会名義の財産としたい    Ｐ.18 

Ｑ２－９  認可申請の手続きの方法は？               Ｐ.19 

Ｑ２－10 町会・自治会はどんな活動保険に入ったらいいの？    Ｐ.22 

Ｑ２－11 「会則を見直したい」会則のモデルを教えて？      Ｐ.24 

Ｑ２－12 町会・自治会の会計ってどんなことをしているの？    Ｐ.32 

Ｑ２－13 町会・自治会の運営の中身とは？            Ｐ.33 

Ｑ２－14 会議の進め方は？                   Ｐ.34 

Ｑ２－15 イベントをやりたいが町会のテントが足りない      Ｐ.35 



Ｑ２－16 町会・自治会で推薦している委員ってどんなもの？    Ｐ.36 

 

Ｑ２－17 町会・自治会への素朴な疑問コーナー（６問）      Ｐ.37 

      

①どうして町会・自治会の加入は、世帯単位なの？ 

     ②町会・自治会は、どんな課題に取り組むの？ 

     ③どうして町会・自治会は地域を限定しているの？ 

     ④どうして町会・自治会は加入のお願いに努力しているの？ 

     ⑤防犯パトロールは町会でやっているけど、防犯は警察の仕事 

      なのでは？ 

     ⑥税金を払っているのに、どうして清掃活動なんかするの？ 

      役所がやればいいんじゃない、税の二重取りと思わない？ 

 

 

 

Ｑ３ 町会・自治会内で困ったときは？ 

Ｑ３－１ ごみの不法投棄が多くて困っている           Ｐ.40 

Ｑ３－２ 街路樹や公園・児童遊園内の樹木の手入れは？      Ｐ.42 

Ｑ３－３ 犬・猫・カラス・ハクビシン…に困っている       Ｐ.43 

Ｑ３－４ 町会・自治会内で災害が発生したら？          Ｐ.44 

Ｑ３－５ ボランティアをしたいとき・力を借りたいときは？    Ｐ.46 

Ｑ３－６ リサイクル（集団回収）のやり方は？          Ｐ.47 

Ｑ３－７ 区の（地域配備）消火器を使用したときは？       Ｐ.48 

Ｑ３－８ 区で実施している健康診断・がん検診はどんなものがあるの？  Ｐ.49 

 

 

Ｑ４ 区も応援しています 

Ｑ４－１ ①地域サービス係とは？                Ｐ.51 

     ②コミュニティ係ってどんな仕事をしているの？     Ｐ.52 

Ｑ４－２ 地区会館とは？                    Ｐ.54 

Ｑ４－３ 事務所と区民館の違いは？                Ｐ.55 

Ｑ４－４ 江戸川総合人生大学ってどんなところ？         Ｐ.56 

Ｑ４－５ シルバーお助け隊に来てほしい！            Ｐ.58 

Ｑ４－６ 地域の熟年者がいつまでも元気でいるためには？     Ｐ.59 
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 １ コミュニティとは？ 
 
 
Ｑ１－１ これからのコミュニティ活動に求められるものは？ 

 
 
答え  コミュニティを「そこに住む人々の幸せの輪」のように考えれば、 

固定して「こうあるべきだ」というものはありません。自由にご活動 

ください。今日、高齢化や情報化などにより、ライフスタイルが大き 
く変わってきています。この変化に対応し、より豊かで、充実した生 
活をおくることができ、地域の人々が互いに学びあい、育ちあえるコ 
ミュニティ“生涯生活都市づくり”をめざしていきたいものです。 

    そこで、具体的に今後のコミュニティ活動に求められるものとして、 
いくつかの例を考えてみました。 

   
   
  ①自発的に地域の課題に取り組んでいく姿勢。 
  ②行政との役割分担をはっきりとさせて、協働を図っていくこと。 
  ③人と人との和（つながり）を大切にしていくこと。 
  ④新たなコミュニティテーマ（課題）へ積極的に取り組んでいくこと。 
 
 
 参考 用語集 「コミュニティ］ 
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Ｑ１－２ コミュニティづくりに対して区の支援はあるの？ 

 
 

答え あります。主なものは下記のとおりです。 

 
１ 町会・自治会などの地域団体への活動支援（地縁団体） 
 
 ①地域まつりや区民運動会などの地域イベントに対する補助。 
 ②地域サービス係を事務局としての各種地域団体へのサポート。 
 ③地域活動・活動団体に関する情報提供。 
 ④町会・自治会の基盤を安定化させるための法人化のお手伝い。 
 
  
２ サークル団体など新たな団体への活動支援（知縁団体） 
 
①団体の活動内容等情報の収集・提供や他団体との交流の場づくりのお手伝い。 
②新たなコミュニティ活動の拠点となる「場」の整備。 
  
 
 
※ 区は、永年培われた地域の「良き住民性」「心意気」を大切にし、町会・自

治会などの「地縁団体」とサークル、ボランティアなどの「知縁団体」が共

存、協働しながら、誰もが生きがいをもって地域活動に参加できる、時代に

ふさわしい自立したコミュニティを目指しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3

  
Ｑ１－３ 区民まつりの運営は？ 

 
 
答え 区民総出で運営します。 

   
「江戸川区民まつり」は、区内各界各層５５団体の代表の方々が実行委員と

なり、実行委員会を組織しています。毎年６月に入ると、第１回の実行委員

会が開催され、早くから準備が進められます。令和２年度の実行委員会会長

は関口孟利氏（連合町会連絡協議会会長）。会計には平田善信氏（東京商工

会議所江戸川支部名誉会長）、会計監査には村田清治氏（くすのきクラブ連

合会会長）にお願いし、スタートしました。 
   「江戸川区民まつり」は、７０万区民の皆様の心意気と、実行委員さんを

はじめ各担当の部会長さん、地域の方々の創意工夫が随所に表れています。

いつの間にか区民の皆様の「心のふるさとになっている」と言われるまつり

になりました。 
   参加協力団体およそ４００団体・約２万人の方々が、まつり会場にお越し

の皆様をあたたかく迎えてくれます。 
 
 （主な参加協力団体） 
〇区内最大のパレードでお祭りを盛り上げる小・中学校を中心としたみな 
さん。 

〇豪華演奏でセレモニーに華を添える、区内の中学生たち。 
〇おもしろハイスクール村のステージを活き活きと飛び跳ねる区内の高校

生。 
〇おどりステージでふれあいの輪を広げるくすのきクラブのみなさん。 
〇友好都市である安曇野市・鶴岡市・南魚沼市をはじめとする各都市のみな

さん。 
〇各国の国際交流コーナーのみなさん。 
〇ボーイスカウト・ガールスカウト・高校生のおまつりスタッフのみなさ 
ん・個人参加の「おまつりボランティア」のみなさん。 

などなど 
  

   以上のように「江戸川区民まつり」は、大勢のボランティアの方々に支 
えられた、手づくり・心づくしのおまつりとなっています。 
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Ｑ１－４ 地域まつりは何箇所でやってるの？ 

 
 
答え 地域まつりは、地域の町会･自治会を中心とした各種団体による実行委員

会と江戸川区との共催で、また、地元企業の協賛によって実施･運営する地

域ぐるみによる｢手づくりのまつり｣です。 
   主なものを数えあげても、各地区で、年に１７回の地域まつりが開催され

ています。各地域の特色を生かしたまつりとして定着しています。 
 

地域まつりの実施日等 

名      称 実 施 日 事務局 
中央地域まつり ５月 第４日曜日 

区 民 課 
中央･一之江ふるさとまつり １０月 第４日曜日 

小松川平井ふるさとまつり 
区民まつり（１０

月）の翌週の日曜日 小松川事務所 

清新町・臨海町ふれあいまつり ５月 第２日曜日 

葛 西 事 務 所 

南江戸川ふるさとまつり ５月 第３日曜日 

葛西「四季の道」・新田地域ふれあい

フェスティバル ５月 第４日曜日 

古川まつり ７月下旬 土・日 

葛西まつり 区民まつり（１０

月）の翌週の日曜日 
船堀まつり １１月 第１日曜日 
下小岩縁日まつり ４月２９日（祝）  

 
小 岩 事 務 所 

小岩中部地域まつり ５月 第２日曜日 

西小岩まつり ５月 第４日曜日 
南小岩まつり ９月 第１日曜日 
小岩区民館サークルまつり １０月 第４土・日 
北小岩まつり １１月 第１日曜日 
東部地域祭 １１月 第２日曜日 東 部 事 務 所 
鹿骨区民館まつり ５月 第３日曜日 鹿 骨 事 務 所 
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Ｑ１－５ 地区委員会って、どんな団体？ 

 
答え  

 地区委員会の正式名は「青少年育成地区委員会」といいます。戦後の社会的な

混乱の中で増加した青少年の非行問題などに対応するため、昭和３１年に江戸

川区青少年問題協議会の下部組織として設立されました。 
現在では、心身ともに健全な青少年を育成することを目的に、地域住民を幅広

く取り込んだ自主的な組織として活動しています。 
 区内には１７の地区委員会があります。町会･自治会の推薦による委員を中心

に、地域の諸団体の代表等が集まり組織されており、青少年の健全育成に関して

地域全体を調整する「要」となっています。 
 各地区の事務局は、区民課･各事務所の地域サービス係が担当しています。 
  
 
 主な活動 
１．地域の青少年健全育成に携わる諸団体の｢連絡調整｣ 
２．健全育成のために必要な事業の実施 
  （例）研修会・講演会の実施、スポーツ・レクリエーション等の行事の実施、

広報活動 等 
 

構成員 
   町会･自治会代表､学校ＰＴＡ代表、青年･女性団体代表、民生・児童委員、 
   青少年委員、スポーツ推進委員 等 
 
 
 
参考 用語集 ［青少年育成地区委員会］ 
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Ｑ１－６ 環境をよくする運動って何？ 

 
 
答え 

 
 『環境をよくする運動』は、町会・自治会、くすのきクラブ、子ども会や商店

会などから選出された『環境をよくする推進委員』（任期２年）により構成され

た、区内６地区（小松川平井・中央・葛西・小岩・東部・鹿骨）の『環境をよく

する地区協議会』が中心となって行っている活動です。 
 『環境をよくする運動』は、昭和４５年に『環境浄化運動』としてスタートし、

区民と行政が一体となった取組みにより、区内三大公害と呼ばれる「葛西ゴミ公

害」「航空機騒音問題」「成田新幹線区内通過問題」を解決に導いてまいりました。

その後、より快適な環境を守り育てる活動につなげるため、昭和５９年に現在の

名称に改められ、今日までその活動が継続・発展してきました。 
 現在の『環境をよくする運動』は、各地区ごとにそれぞれ特色のある様々な実

践活動を展開する一方、一斉美化運動や絵画コンクールなど全区的な取組みも

行っています。また、環境をよくする運動中央大会を毎年開催し、行動指針の発

表を行うとともに『環境をよくする運動』に貢献した功労者の表彰を行っていま

す。『環境をよくする地区協議会』の事務局は、区民課・各事務所の地域サービ

ス係がその地域ごとに担当しています。 
 
 
 主な活動 
１． 地域清掃活動（管内一斉美化運動など） 
２． 安全・安心まちづくり運動（防犯パトロールなど） 
３． 違法駐車･放置自転車防止活動（一斉キャンペーン、パトロールなど） 
４． 歩きたばこ・ポイ捨て防止 PR 活動（駅頭キャンペーン、イベント PR                    

など） 
５． リサイクル活動（フリーマーケット、キャンペーンなど） 
６． 違反屋外広告物撤去活動 
７． 研修会、施設見学会などの開催 
８． 絵画コンクールの開催 
９． 地区大会の開催（実践活動、活動報告、活動方針の発表など） 
１０．中央大会の開催（功労者の表彰、行動指針の発表） 
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 ２ 町会・自治会 

Ｑ２－１ 町会・自治会って、どんな組織？ 

どんな活動をしているの？ 

答え 町会・自治会とは、地域に住まう方々が互いに手を取り、地域生活をよ

り良いものにするために活動を行っている任意団体です。 

   活動内容を大きく２つに分けると、主なものは下記のとおりです。 

① 近隣の助け合いと思いやりの心を育てるために 

思いやりの精神 

   慶弔見舞金、敬老のお祝い、入学・成人のお祝い 
   親睦 

   盆おどり、餅つき大会、レクリエーション、くすのきクラブ支援、地域ま

つりや地域運動会等への参加 
文化・スポーツ活動 

サークル活動支援、スポーツ大会 
   社会福祉 

   募金活動（日赤・共同募金など）、各種ボランティア活動 

② 地域の安全と安心を自主的に支えるために 

防災活動 

   地域防災訓練の実施、災害発生時の防災、救援活動、火災等小災害援助   

安全・安心まちづくり運動 
   防犯パトロール、防犯灯・防犯カメラの設置、防火パトロール 
   環境活動 

   環境をよくする運動、清掃・美化運動、リサイクル活動、ごみ収集所管理 
   交通安全 

   交通安全に関する啓発活動、違法駐車・駐輪対策、行政への働きかけ 
   健康増進 

   健康づくり推進 
   青少年育成 

   地域の小中学校との連携、ＰＴＡ協力、子ども会（ジュニアリーダー）支

援、ラジオ体操・体験キャンプ・バスハイク等の実施 
   社会教育助成 

   助成活動、青年活動、生涯学習支援 

※ ここに掲載した活動以外にも、神社や寺院等の祭礼などを行っている町会・

自治会などもあり、地域の状況によって様々な活動が行われています。 
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Ｑ２－２ 町会・自治会に参加するメリットってどんなものがあるの？ 

 

 

答え 町会・自治会に加入することは、地域で生活をする上で様々なメリットが

あります。そのメリットの一部を以下のとおりご紹介します。 
 
① 災害時を想定した場合、日頃から住民同士の助け合いによって迅速な対

応ができるよう町会・自治会では防災訓練を行っています。 
また避難所生活を送る際、同じ町会・自治会の顔見知りがいることで災

害時でも安心感が増すはずです。 
② 町会・自治会は世帯単位で加入することが多く、世帯主だけでなく家族 

も含め、町会の催し物(こども会・敬老行事等)に参加することができます。

また、行事の企画・運営に参加することも可能となります。 
③ 現代は多くの情報をテレビ・新聞・インターネット等で知ることができ 

ますが、地域の情報源は、町会・自治会を通じた回覧板等や近隣の方な 
どからの口コミ情報もまた、非常に重要なものとなります。 

 
 
   現在、区内のほぼ全地域で、町会・自治会が組織されています。多くの 

人は地域にある町会・自治会に加入されていますが、未加入の方がいるの 
も事実です。 

町会・自治会に加入しない人の理由として、どのようなメリットがあるか

わからない、町会・自治会活動に参加できない、人づきあいが嫌い、特に新

しく転入してきた人の場合、町会・自治会との接点がない、声をかけにくい

等のことがあると考えられます。 
区内の町会・自治会では、様々な方法で加入世帯アップに向けて努力さ 

れています。 
 
〇町会・自治会の役員・会員が常時、加入の勧誘活動を行っています。 
〇盆踊りや地域イベントに、未加入者にも声かけし、交流を深める努力をし

ています。 
〇地域まつり等でＰＲコーナーを設け、加入促進チラシを配布しています。 
〇区民課・各事務所では、転入者受付時に加入促進チラシ（「町会・自治会

へ加入しましょう!!」）を配布しています(チラシモデルは１１ページ)。 
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町会・自治会加入チラシ（モデル） 
 
 区では、「町会・自治会へ加入しましょう!!」というチラシ（次ページ）を転入

者に窓口で配布しています。未加入の方で、町会・自治会に加入したい方は、各

地域サービス係までご連絡ください。 
 また、チラシを活用されたい町会・自治会には、各地域サービス係でご相談に

応じています。  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ先：○○○○町会 担当：○○ TEL：○○○○－○○○○  ２０２２．４ 

防災 
町会は災害が起きた時、頼りになる 

存在です。阪神淡路大震災では、家屋の 

倒壊で閉じ込められた人の約 8 割が 

家族・近隣の人に救出されました。 

いざという時も安心して生活することが 

できます。 

 

私たちが安全で安心に暮らしていくためには、地域の 

人々の助け合いが不可欠です。阪神淡路大震災や東日本 

大震災の時、町会は一番頼りになった大きな力です。 

 

他にもこんな活動も 
清掃活動、資源回収、 

回覧板・掲示板等、 

様々な活動をしてい 

ます。 

加入する手続きは？ 
まずは下記問合せ先へご連絡をお願い

いたします。 

 

会費は？ 

（月額・年額）１世帯○○○円 

町会に加入した人の声 

○引越しを機に町会に加入しました。子育ての際には子ど

も会で、子育てが終わった今では地域行事を通じて、 

温かい人の輪ができています。そうした人たちとの助け

合いのありがたさを痛感しています。（50 代女性） 

 

○町会のお祭りやイベントに参加することで、様々な世代

の方々と親交を深めることができました。震災の際には

顔を合わせた地域の方々から声を掛けて頂きとても 

安心しました。（30 代男性） 

防犯 
空き巣犯の約６割が「声を 

かけられたので犯行をあき 

らめた」と答えています。 

近所付き合いがあれば、 

犯罪を未然に防ぐことが 

出来ます。 

運動会や地域まつり・盆踊

り・子ども向けレクリエーシ

ョンも開催しています。 

色々な行事に参加することで

近所の人と親しくなれます。 

親交 



 11

 

Ｑ２－３ 町会・自治会に対する財政的な支援ってあるの？ 

 

 

答え 区では、目的別に支援を行っています。 

例えば下記のようなものがあります。 

  

① 区刊行物の配付及び回覧、安全・安心まちづくりに関する活動、地域振興

に関する活動に取り組む町会・自治会に対して、区域内の世帯数に１世帯

当たり年額８００円を乗じた金額を町会・自治会支援金としてお支払いし

ます。 

 

参考 用語集 〔町会・自治会支援金〕 

 

② 延長がおおむね 30ｍ以上の私道に防犯灯を設置する場合には、助成金の制

度があります。また、設置年度の翌年度からは、維持管理費を補助してい

ます。   

   

参考 用語集 [私道防犯灯助成事業] 

 

その他、区役所はいつでも相談にのれるように支援しています。 

特に区民課・各事務所の地域サービス係（５２ページ）は、なにか困ったと

きの相談相手になれるよう努めています。詳しくは、お問い合わせください。 
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Ｑ２－４ 集合住宅の方に ～町会・自治会への加入のおさそい～  

 

  

答え 近年、多くの集合住宅（マンション等）が建設され、こうした集合住 

宅の新しい住民の方々の町会・自治会加入のおさそいに力を入れていま 

す。同じ地域に住む一員として、互いに楽しい日常生活をおくる上で、 

コミュニケーションを円滑にしておきたいものです。なかなか入りにく

いでしょうが、既存の町会・自治会へ加入していただくことが気軽で最も

スムーズな方法だと思われます。 

    しかし、当然のことながら、大型集合住宅などは１００を超える世帯 

数のものも珍しくなく、入居者だけで管理組合等を設立し、独自に町会・

自治会活動を行いたいという意向をもつところもあります。 

単独で町会・自治会を設立する場合、連合町会・自治会連合会への加入、

各種団体への委員推薦等の事柄も説明した上で、町会・自治会設立の手続

きを、以下のような手順で行うと順調にすすめられると思われます。詳し

くは、気軽に各地域サービス係にご相談ください。 

 

１ 町会・自治会の設立意思の確認をします。 

①住民の意向調査・アンケート 

②設立ＰＲ 

③世話人の公募 

２ 世話人（発起人）を決定します。 

３ 設立準備会を発足させます。 

①設立総会までのスケジュール 

②会則、事業、予算の検討 

     ③役員候補者の検討（必要により住民の方々に再度ＰＲ） 

４ 設立総会（発会式）の準備をします。 

①会則（案）、事業計画(案)、予算（案）の作成 

②役員選出（役員候補者） 

③当日の役割分担 

     ④地域との関わり（招待状の発送、連合町会・近隣町会等） 

   ５ 設立総会（発会式） 

 

※ ここまで進められればＯＫです。 

地域の仲間として一緒に楽しくやっていきましょう。  
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Ｑ２－５ 町会・自治会活動を活性化したい  

 

 

答え 町会・自治会活動を推進するためのポイントは、やはり人づくりが基本で

す。運営にあたっては、若い人から熟年者まで、そして男性・女性の区別な

く、広く人材を活用（登用）し、企画・運営にあたるシステムをつくること

が肝心です。 

 

若者の力 

例えば、ひとつの事業を進めるにあたり、町会・自治会内の若い人たちに

企画・運営を任せ、経験の深い役員の方たちがバックアップしていくという

仕組みで行うことも１つの方法です。 

学生・生徒については、事業に参加するだけでなく、事業運営の手助け 

という役割を作り、幼い頃から町会・自治会活動への理解を深めることも 

大切なことです。 

 

女性のやさしい視点 

また、子どもが地域行事などに参加することにより、母親などの地域参 

加のきっかけになることも考えられます。より良い町会・自治会運営のた 

めには、女性の意見の反映は不可欠です。 

 

あいさつのできる街 

そして、町会・自治会活動の推進のためには、日ごろのお付き合いだけ 

ではなく、町会・自治会内で誰もが参加できる盆おどり等の親睦事業を開催

し、多くの人が顔を合わせる機会づくりも大切なことだと思います。 
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Ｑ２－６① 連合体（連合町会・自治会連合会）の行事って？ 

 

答え 連合体（用語集参照）は、主に次のような広域的活動を行っています。 

  ○地域まつり  ○連合大運動会 

○環境をよくする協議会活動（美化運動・地区大会） 

○防災訓練   ○新年を祝う集い 

○施設見学会・研修会 ○安全・安心まちづくり運動（防犯パトロール） 
 

各地域の連合体活動の特徴ある行事を紹介します。（各地区のページを参照） 

地域全体で展開しています。 

  
中央地区 

中央・一之江ふるさとまつりは、二つの連合町会が協力して開催するめ

ずらしい地域まつりです。一之江地区町会連合会・松江地区連合町会に加

入する町会・自治会が中心となって実行委員会を組織し、地域の憩いの場

である一之江境川親水公園を会場に、毎年５万人を超える参加者のある一

大イベントとして地域に親しまれています。 

小松川平井地区 

小松川平井ふるさとまつりは、連合町会が中心となって実行委員会を

組織し、「みんながふるさとと呼べる理想の地域社会を目指す」ことを目

的に、毎年開催されています。まつり前日の会場設営には、地域で暮らす

外国人や中高生がボランティアとして参加し、地域の方々と一緒に翌日

の準備をします。まつり当日は、創作みこしや鼓笛隊パレードなど、多く

の子供たちが参加するほか、民謡流しパレードには友好都市山形県鶴岡

市から舞踊団体が参加し、地域の踊り手と共演するなど、まさに地域が

一体となって開催される一大イベントです。 

葛西地区 

葛西地区自治会連合会では、連合会組織内に専門部会として「警察部

会」「女性連絡部会」を設置しています。「警察部会」は、平成１２年、住

民・区・警察の連携を強化し、犯罪防止や治安維持を推進することを目的

に設立しました。防犯協会・交通安全協会と合同で、防犯パトロールやセ

ーフティロード作戦（交通安全街頭キャンペーン）などに参加し、積極的

な活動を展開しています。「女性連絡部会」は、地域の様々な事業をお手

伝いする一方で、活動のテーマを防災対策として、女性の視点から災害

時の炊き出しや応急救護、家庭での備えを研究しています。 
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東部地区 

  瑞江・篠崎両連合町会の地域において、それぞれ盛大な区民運動会を実

施しています。瑞江地区連合町会では加入町会を４グループに分け、４年

に一度当番町会となり、運営の中心的な役割を担っています。篠崎地区連

合町会では多種多様な競技あり、賞品に野菜あり、と子どもから大人まで

地域全体で楽しめる行事となっています。また、両地区とも地域体験の場

として、中学生も大会運営に参加しています。 

鹿骨地区 

鹿骨地区自治会連合会は、鹿骨区民館まつりの実行委員会を組織運営

し、１２０を超える地域の団体と協力して毎年開催しています。「参加し

て広げようみんなの大きな和」をテーマに鼓笛隊パレード・太鼓演奏・

踊りの披露など、地域の子どもから熟年者まで幅広い世代が一体となっ

て活躍している地域まつりです。また、防犯・防災活動では鹿骨地区自

治会連合会が主体となり積極的な意見交換を図り、防犯カメラ設置の普

及や災害対策等について連携を強化しています。そして、地区委員会・

環境をよくする鹿骨地区協議会・日赤鹿骨分団・「はとの会」（女性団体）

などといった地域の各種団体と密接な連携を図りながら、安全・安心な

まちづくりを地域全体で展開しています。 

小岩地区 

小岩自治会連合会と「環境をよくする小岩地区協議会」が中心となり、

以下のとおり、年に１回キャンペーン活動をしています。 

「小岩地区３ゼロ作戦（違法駐車ゼロ・自転車盗難ゼロ・迷惑駐輪ゼロ）」

小岩駅周辺の違法駐車・迷惑駐輪等の改善や、自転車利用者のマナー 

アップ啓発について、関係諸団体が協力して活動を行っています。 

また、地元中学生を中心に結成した「盗難自転車なくし隊」が自転車 

盗難ゼロを目指して活動しています。 

 「安全安心まちづくり防火・防犯夜間パトロール」 

北小岩地区の町会と各種団体並びに、小岩警察の協力で北小岩地域全

体をパトロールし、防火・防犯の意識を高める活動を行っています。 
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 Ｑ２－６② 連合体の活動にでると得するの？ 

 

答え 一人より二人、単独町会・自治会より連合体。多くの人々が共育、協働す

ることによって、より大きな効果が得られます。親睦を深めるための行事や

環境をよくするための活動など、いずれも単独町会・自治会でも行うことは

できますが、周辺の町会・自治会と協力し合うことで、さらに安全・安心な

地域生活を送ることができます。 

この活動は、自分たちの手で自分たちのまちを良くしていこうというボ 
ランティアそのものであり、物質的に得ることは少ない活動と思われます 
が、地域のために欠かすことのできない有益な「幸せを求める活動」です。 

 
連合体への参加メリット     

 

○ 違法駐車や放置自転車、ピッキング等の犯罪など地域の諸問題については、 
単独町会・自治会だけで行うより、広範囲の地域で連携するほうが効果的

です。 
○ 地域まつり・連合大運動会などに参加すれば、周辺の方々と知り合う機会

が生まれ、イベントを通して町会・自治会内の連帯感が高まります。 
 
 

地域まつり等における町会・自治会の関わり 

 

 地域まつりなどの多くは連合町会・自治会連合会等が主催し、実行委員会組 

織で運営されています。実行委員会における町会・自治会の役割は概ね次の 

とおりです。 

① 実行委員会への参加(行事の企画・運営) 

② 行事内の部署の責任者への就任（町会・自治会長）・打ち合わせ 

③ 協賛金の募集(協賛先企業の選出、協賛金のとりまとめ) 

④ 町会・自治会への行事の周知 

⑤ 協力員（設営撤収・警備等）の推薦 

⑥ 町会・自治会からの模擬店等の出店 

⑦ 当日の運営の協力 

⑧ 行事反省会等への出席 
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Ｑ２－７ 町会・自治会長のデータが流出してしまうことは？ 

 

 

答え 区が責任をもって管理しています。 

    区では、町会・自治会現況調査により、名簿などのデータを保有してい

ます。このデータは、個人情報保護の観点から、「区刊行物の配付及び回覧」

に関わる場合を除き、利用することはありません。 

  それ以外の目的で利用したい旨の申し出があった場合は、「江戸川区個人情

報保護条例」第１２条「目的外利用の制限」に基づき判断しています。 

  例えば、マンションの建設の関係で町会・自治会長に挨拶がしたいので、連

絡先を知りたいとの申し出があった場合、区役所から町会・自治会長に連絡

して同意が得られた場合のみお伝えしています。 

 

 

 

参考 用語集 [町会・自治会支援金] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 18

 

Ｑ２－８ 町会・自治会会館の土地（建物）を町会・自治会名義の 

財産としたい 

      

答え  

   町会・自治会会館の土地や建物の登記が、永年培った信頼関係を基に、会

長の名義や役員の共同所有になっている町会・自治会も多いと思います。 

近年、名義人の死亡による名義変更や相続問題などの、財産上のトラブル

が心配だという声もお聞きします。 

こうした場合は、不動産の権利関係を巡る不安解消のため「法人格取得」

をおすすめします。 

 

認可地縁団体（法人化）に向けて 

 

（１）平成３年の地方自治法改正により、地縁団体（町会・自治会）も江戸川区

から認可されることで法人格を持つことができるようになりました。 

 

（２）認可申請の手続き（次ページで紹介）   

相談しながらすすめましょう。 

    ・「複雑で面倒くさい」という印象をお持ちになると思います。 

    ・とりあえず、全体像を知っていただきたく掲載しました。 

     実際は、一つ一つ、一段一段、丁寧に進めていくことになりますし、

面倒だとあきらめないで、取り組んでいただきたいです。 

 

（３）法人化の効果は次のとおりです。 

 

（４）区内では令和３年４月１日現在、３４団体が認可されています。 

コミュニティ係（Ｑ４－１②参照）が、ご相談をお受けします。 

①動産または不動産に関する法的な権利が生まれます。 

  上記のような個人の理由でのトラブルは起きなくなります。 

②民主的な運営が確保できます。 

 行政組織の一部に組み込まれたり、入会にあたって年齢・性別・ 

国籍等により制限を設けたり、会員を不当に差別したり、特定の 

政党のために利用したりしないように、法的にも守られるように 

なります。 
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Ｑ２－９ 認可申請の手続きの方法は？ 

 

 

手続きの流れ 

 

区へ相談 

区から概要をご説明 

 

 

 

 

 

          約１か月間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種税金については、次頁「町会・自治会に関する各種税金について」を参照

町会・自治会内で法人化申請について話し合い。 

総会を開く準備をする。 

総会を開催（認可申請の意思決定）。 

申請書類を作成し、区へ申請。 

審査、認可手続き、告示を行う。 

町会代表者へご報告。 

町会の印鑑を区へ登録申請。 

告示事項証明書・印鑑登録証明書の発行。 

・不動産等の登記や売買。 

・都税事務所に法人設立の届出・税の免除申請。 

議案の内容 

・ 議長の選任 

・ 認可申請の決議 

・ 規約（会則）の制定 

・ 構成員名簿の作成 

・ 会長の選任 

・ 資産の確認 

→ 議長及び議事録署名人の署名捺印を 

入れた議事録を作成。 

申請書類一式 

① 認可申請書 

② 規約（会則） 

③ 総会議事録 

④ 構成員名簿（区域内住民の過半数が必要） 

⑤ 保有（予定）資産目録 

⑥ 事業報告書等活動状況を示す書類 

⑦ 申請者が代表者であることを証する書類 

・ 役員内で認可申請の意思決定。 

・ 必要に応じて各会員に周知。 

・ 規約（会則）の整備。 

（会則のモデルはＱ２－１１を参照） 

・ 議案、総会資料の作成。 
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町会・自治会に関する各種税金について 

 町会・自治会に関する各種税金については、地縁団体として認可される前後で

大きく変わるものではありませんが、下記の点にご注意ください。 

 

① 認可地縁団体として法人格を取得すると法人都民税均等割が課税されるよ

うになります。認可された後に都税事務所へ法人設立届出書（会則の写し、

区が発行する地縁団体台帳を添付）の提出が必要です。 

ただし、町会・自治会として収益事業を行っていない場合、免除の申請が可

能です。税の申告及び免除申請は、認可日～翌３月分のものを４月中に行う

必要があります。 

② 認可された後は認可地縁団体として不動産を取得できるようになりますが、

「認可地縁団体＝固定資産税や不動産取得税等が免除」ではありません。認

可される前と同様に一定の要件を満たし、減免申請等の手続きをする必要が

あります。 

 

【参考】 

※ 税目によって担当する管轄が異なります。下記内容は法律の改正等で変更と

なる場合がありますので、最新の情報については各管轄へ直接お問い合わせ

ください。 

１ 国税 

税目 認可後 認可前 

法人税 収益事業※1を行っていなけれ

ば、 
非課税（申告不要） 特別法人事業税・地方法人特別税 

登録免許税 

（土地の所有権移転の登記、建物の登記

等） 
課 税 

※１ 法人税法施行令第５条に規定されている３４事業。収益の有無は関係なく、 
収益事業を行っていれば、申告が必要。 
 

 

【国税に関する問い合わせ先】 
江戸川北税務署  平井１－１６－１１ 電話０３－３６８３－４２８１（代表） 

  江戸川南税務署  清新町２－３－１３ 電話０３－５６５８－９３１１（代表） 
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２ 都税 

税目 認可後 認可前 

法人事業税 収益事業※1を行っていなければ、 
非課税（申告不要） 法人都民税（法人住民税） 法人税割 

法人都民税（法人住民税） 均等割 

課 税 

収益事業※1 を行

っていなければ、

免除申請が可能 

収益事業※1を行っ

ていなければ、 
非課税（申告不

要） 
固定資産税 課 税（減免申請が可能※2） 

不動産取得税 課 税（減免申請が可能※2） 

※２ 町会事務所等の公益のために直接専用する等の要件を満たす場合に減免 

申請が可能。 

 

 
 
 
 

不動産登記について 

 不動産登記については、管轄する東京法務局江戸川出張所へ直接お問い合わ

せください。 
 

 

【都税に関する問い合わせ先】 
（法人事業税・法人都民税について） 

  中央都税事務所  電話０３－３５５３－２１５１（代表） 
（固定資産税・不動産取得税について） 
江戸川都税事務所  中央４－２４－１９ 

 電話０３－３６５４－２１５１（代表） 

【不動産登記に関する問い合わせ先】 
東京法務局江戸川出張所  中央１－１６－２  

電話０３－３６５４－４１５６（代表） 
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Ｑ２－１０ 町会・自治会はどんな活動保険に入ったらいいの？ 

 

答え 地域活動にあった保険を選びましょう。 

町会・自治会活動には、さまざまな損害やリスクが伴う場合があります。 

町会・自治会活動保険は、そのようなもしものときにお役に立ちます。町会 

・自治会の方々が安心して活動に取り組めるよう、民間保険会社の保障の一例

をご紹介いたします。皆さんで保険について話し合ってみてはいかがです

か？ 

 

 

・ 年中行事（準備作業も含む） 

まつり、盆踊り、納涼祭、敬老会 など 

・ スポーツ大会（練習も含む） 

運動会、ソフトボール、卓球、ゲートボール、ラジオ体操 など 

・ 文化活動 

講演会、交通安全教室、カラオケ大会、ハイキング など 

・ 旅行など 

歴史散歩、慰安会、親睦旅行 など 

・ その他の活動 

 町内清掃、総会、夜間パトロール、会費などの集金、回覧板の配布活動 など 

 

 

～ こんなときに役立ちます ～ 

町会・自治会の賠償責任 

町会・自治会が次のような事故で、住民や第三者にケガを負わせたり物をこ

わし、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 

・町会・自治会が所有・使用・管理する施設の不備が原因で生じた事故 

・町会・自治会の活動や行事の運営に起因する偶然な事故 

（例）おみこしや山車で事故 

 

住民の賠償責任 

住民の方が町会・自治会活動に従事中、または町会・自治会行事に参加中に、

他の住民や第三者にケガを負わせたり、物をこわし、法律上の賠償責任を負っ

た場合に保険金が支払われます。 

対象となる主な活動 
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（例）子供がふざけてケガをさせた 

傷害見舞費用 

住民の親族の方（当該町会・自治会に生活の本拠を有さない親族）や町会・

自治会が行事参加を依頼した方が、町会・自治会行事参加中に死亡したり、ケ

ガをして一定日数（１週間程度）以上入院した場合に保険金が支払われます。 

※ただし町会・自治会が法律上の賠償責任を負わない場合に限ります。 

（例）来賓が舞台から落下・骨折 

 

住民の傷害 

住民の方が町会・自治会活動に従事中または参加中に、偶然な事故によりケ

ガをした場合に保険金が支払われます。 

（例）野球大会でボールが当たった 

 

費用損害 

開催地に雨や雪が降り、屋外で行う町会・自治会活動が中止または延期にな

った場合に、すでに支出した会場費・印刷費などが支払われます。 

（例）雨で運動会やレクリエーション大会が中止 

 

 

保険の種類や掛け金など、さまざまな活動保険があるようです。 

区であっせんはしていませんので、詳しくは保険会社とご相談

ください。 
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Ｑ２－１１ 「会則を見直したい」会則のモデルを教えて？ 

 

答え 

町会・自治会会則のサンプルを紹介します。参考にしてください。 

           
 
 

第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 本会は、○○町会（自治会）と称する。 
（区域） 
第２条 本会の区域は、江戸川区○○町○丁目○番○号から○丁目○番○号ま 
での区域とする。 

（主たる事務所） 
第３条 本会の主たる事務所は、江戸川区○○町○丁目○番○号に置く。 
 
 

第２章 目的と事業 
 

（目的） 
第４条 本会は、区域の住民相互の連絡、環境の整備、防災、防犯、集会施設 
の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行 
うことを目的とする。 

 
 
（事業） 
第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
（１）区域の住民相互の連絡・親睦に関すること。 
（２）美化・清掃等、区域内の環境整備に関すること。 
（３）防災、交通安全及び防犯に関すること。 
（４）集会施設の維持管理、運営に関すること。 

○○町会・自治会 会則 

注釈 

 町会・自治会は、「住む」ことを契機に組織される住民自治組織です。 
したがって、その目的は、よりよい生活環境と社会関係を共同で作り上げていく

ことです。 
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（５）その他本会の目的達成に必要な事業。 

 
 
 

第３章 会員 
 

（会員及び賛助会員） 
第６条 第２条に定める区域に住所を有する個人とする。 
２ 前項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の活動を賛助するための

賛助会員になることができる。 

 
 
（入会） 
第７条 第２条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者 
は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒 
んではならない。 

（会費） 
第８条 会費は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
（退会等） 
第９条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には退会したものとする。 
（１）第２条の区域に住所を有しなくなった場合。 
（２）本人より別に定める退会届が会長に提出された場合。 
（３）会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合。 

２ 前項（１）の場合においても、賛助会員になることは妨げない。 
 

注釈 

 事業については、会の目的にそって具体的に列挙します。各地域の特色や課題

にあわせて検討してください。 
ただし、注意したいことは特定の利害と結びつかない事です。政治、宗教、営

利に関することは特に注意が必要です。 

注釈 

 今後の地域社会は、住民生活の多様性を前提とし、バラバラでは困るというの

ではなく、むしろこの違いをまちづくりの大きなエネルギーとして吸収していか

なければなりません。会を支える伝統や慣習も大事にしながらも、若者や外国人

らにも住民としてのルールと、区民としての義務を認めさせて、受け入れるべき

でしょう。 
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第４章 役員 
 

（役員の種類） 
第１０条 本会に次の役員を置く。 
（１）会長 １名 
（２）副会長 ○名 
（３）書記 ○名 
（４）会計 ○名 
（５）監事 ○名 
（６）専門部長 ○名 
（７）班長 ○名 

（役員の選出方法） 
第１１条 会長及び監事は、総会において会員の中から選出する。その他の役 
員は、会長が選任し、総会で承認を受けるものとする。 

２ 監事は、他の役員を兼ねることができない。 
（役員の職務） 
第１２条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、 
会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３ 書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報等を行う。 
４ 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理 
する。 

５ 監事は、次に掲げる業務を行う。 
（１）本会の会計及び資産の状況を監査すること。 
（２）会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 
（３）会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき 
は、これを総会に報告すること。 

（４）前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会を招集するこ 
と。 

６ 専門部長は、各専門部を代表し、専門の業務を行う。 
７ 班長は、班をまとめ、それぞれを代表して、会務に協力する。 
（役員の任期） 
第１３条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 役員に欠員が生じたときは、第１１条により補充することができる。この 
場合において補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、そ 
の職務を行わなければならない。 
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第５章 会議 
 

（会議の種類） 
第１４条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 
２ 総会は、定期総会と臨時総会とする。 
３ 役員会は、定例役員会と臨時役員会とする。 
 

第１節 総会 
 

（総会の構成） 
第１５条 総会は、本会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。 
（総会の権能） 
第１６条 総会は、次の事項を議決する。 
（１）事業計画及び収支予算の決定に関すること。 
（２）事業報告及び収支決算報告の承認に関すること。 
（３）会則（規約）の改正に関すること。 
（４）本会の解散及び財産の処分に関すること。 
（５）会長及び監事の選任及び解任に関すること。 
（６）その他本会の運営に関わる重要事項に関すること。 

（総会の開催） 
第１７条 定期総会は、毎年１回、事業年度終了後３カ月以内に開催する。 
２ 臨時総会は、次の場合に開催する。 
（１）会長が必要と認めたとき。 
（２）第１２条第５項（４）により監事が必要と認めたとき。 
（３）会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと 
き。 

（総会の招集） 
第１８条 総会は、会長が招集する。 
２ 会長は、前条第２項（３）の規定による請求があったときは、その請求が 
あった日から１カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び 
場所を示して、開会の日の５日前までに文書をもって通知しなければならな 
い。 

（総会の議長） 
第１９条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。 
（総会の定足数） 
第２０条 総会は、会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することがで 
きない。 

（総会の議決） 
第２１条 総会の議事は、この会則（規約）に別段の定めがある場合を除き、 
出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ 
ろによる。 
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（会員の表決権） 
第２２条 会員は総会において、各々一箇の表決権を有する。 
２ 次の事項を除き、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属 
する世帯の会員数分の１とする。 
（１）会則（規約）の変更 
（２）本会の解散 
（３）財産の処分 
（４）会長及び監事の選任 

（総会の書面表決権等） 
第２３条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、第１８条第３ 
項の規定によりあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又 
は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における第２０条及び第２１条の規定については、その会員は 
出席したものとみなす。 

（総会の議事録） 
第２４条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ 
ばならない。 
（１）日時及び場所 
（２）現在の会員数及び出席者数 
（３）開催の目的、審議事項及び議決事項 
（４）議事の経過の概要及びその結果 
（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上 
が署名押印しなければならない。 

 
第２節 役員会 
 

（役員会の構成） 
第２５条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 
（役員会の権能） 
第２６条 役員会は、次の事項を議決する。 
（１）総会の議決した事項の執行に関すること。 
（２）総会に付議すべき事項に関すること。 
（３）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 

（役員会の開催） 
第２７条 定例役員会は、毎月 1 回開催とする。 
２ 臨時役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の 3 分の１以上から会 
議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 

（役員会の招集） 
第２８条 役員会は、会長が招集する。 
２ 会長は、前条第２項の規定による請求があったときは、その請求があった 
日から１４日以内に臨時役員会を招集しなければならない。 
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３ 臨時役員会を招集するときは、各役員に対し、会議の日時、場所、目的及 
び審議事項を記載した文書をもって、少なくとも開会の３日前までに通知し 
なければならない。 

（役員会の議長） 
第２９条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 
（役員会の定足数） 
第３０条 役員会は、役員の２分の１以上の出席がなければ、開会することが 
できない。 

（役員会の議決） 
第３１条 役員会の議事は、この会則（規約）に別段の定めがある場合を除き、 
出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ 
ろによる。 

（役員会の書面表決権等） 
第３２条 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、第２８条第 
３項の規定によりあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 
又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における第３０条及び第３１条の規定については、その役員は 
出席したものとみなす。 

（役員会の議事録） 
第３３条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ 
ればならない。 
（１）日時及び場所 
（２）現在の役員数及び出席者数 
（３）開催の目的、審議事項及び議決事項 
（４）議事の経過の概要及びその結果 
（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上 
が署名押印しなければならない。 
 

第６章 資産及び会計 
 

（資産の構成） 
第３４条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
（１）会費 
（２）寄付金品 
（３）事業に伴う収入 
（４）資産から生じる収入 
（５）別表に掲げる不動産 
（６）その他の収入及び動産 

（資産の管理） 
第３５条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれ 
を定める。 

別表の例示 

 １ 土地 江戸川区○○○   ２ 建物 江戸川区○○○ 

宅地○○㎡          軽量鉄骨造 ２階 

１階 ○○㎡ 

２階 ○○㎡ 
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２ 第３４条（５）の別表に掲げる不動産は、これを処分し、又は担保に供す 
ることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において 
総会員の４分の３以上の同意を得て、本会の資産を処分及び担保に供するこ 
とができる。 

（経費の支弁） 
第３６条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
（事業計画及び収支予算） 
第３７条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎年事業年度開始前に 
総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業年度開始後に予算が総会において議決され 
ていない場合、会長は、議決される日までの間は、前年度の予算を基準とし 
て収入支出をすることができる。 

（事業報告及び決算） 
第３８条 本会の事業報告及び決算は、事業年度終了後３カ月以内にその年度 
末の財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（事業年度） 
第３９条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 

 

第７章 会則（規約）の変更及び解散 
 

（会則（規約）の変更） 
第４０条 本会則（規約）は、総会において総会員の４分の３以上の同意を得 
なければ、変更することができない。 

２ 前項の規定による変更は、江戸川区長の認可を受けなければ、その効力を 
生じない。 

（解散） 
第４１条 本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 
２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の同意を得 
なければならない。 

（残余財産の処分） 
第４２条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の４分 
の３以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとす 
る。 
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第８章 雑則 
 

（備付帳簿及び書類） 
第４３条 本会は、主たる事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え置か 
なければならない。 
（１）本会則（規約） 
（２）認可に関する書類 
（３）総会及び役員会の議事録 
（４）会員名簿 
（５）資産台帳 
（６）収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 
（７）各事業年度末の財産目録及び収支決算書 
（８）事業計画書及び収支予算書 
（９）その他必要な書類及び帳簿 

（委任） 
第４４条 本会則（規約）を施行するにあたって、本会則（規約）で委ねられ 
た事項及びその他必要事項については、総会の議決を経て、役員会が別に定 
める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注釈 

 細則では一般的に、慶弔及び褒賞の規定、旅費に関する規定、委任状の取

扱いや専門部に関することなどを定めておくと良いでしょう。 
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Ｑ２－１２ 町会・自治会の会計ってどんなことをしているの？ 

 

答え ひとことで言えば、町会・自治会員から信頼を寄せられる予算執行・決

算につとめることと思います。 

 

１.会計の使命 

   町会・自治会というと、どうしても「古い体質」と転入された若い方々に

一方的に誤解される面があります。そんなことはありません。「いつでも情

報が開示できるよ」と、毎日会計の方は下記の内容を整理しつづけています。

大変なお仕事だと思います。 

  

 ２.会計の内容 

 (1)収支の記録と予算執行状況の把握 

    収支の発生に合わせ正確に記録し、証拠書類の管理を行います。 

    会計年度は、一般的に、毎年４月１日～翌年３月末日。 

 (2)収入・支出の管理 

    ①収入：会員からの会費、寄付金、雑収入等を財源としています。 

    ②支出：総会で議決された予算に基づき、町会・自治会の目的に添っ 

        て支出します。 

 (3)料金の回収 

    公衆電話使用料、町会・自治会館、集会所の利用料等を定期的に回収 

   します。 

 (4)各種管理 

    ①預金通帳、各種公共料金等の名義の申込、更新、変更を行い管理し 

     ます。 

    ②財産管理のため、資産管理台帳、備品管理台帳等を作成します。 

 (5)決算 

    収入と支出を科目毎に帳票類を照らし合わせて、金額の出し入れに間 

   違いが無いかどうかの確認を行います。その上で、次期会計年度へ繰り 

   越す金額について、現金および預金残高を確認して、決算を終了します。 

 (6)会計報告 

    年度末に、会計記録を監査に提出し、監査を受け、会計報告書をまと 

   めて、総会へ提出します。 

 (7)予算案の作成 

    年度末に、来期の予算案を役員と協力して作成します。  
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  Ｑ２－１３ 町会・自治会の運営の中身とは？ 

 

答え 町会・自治会の運営は、民主的に、組織立って行われることが大前提 

です。 

運営について 

  町会・自治会の運営の主なものをあげてみます。 

 民主的な組織運営によって居住者共通の利益と親睦をはかること 

 合議制による会議運営であること 

 役割分担ができる組織づくりであること 

 明朗な会計、適正な予算の執行   

 

一般的な運営のモデル 

 １ 予算・決算について 

  町会・自治会は、会員が負担する会費をもとに運営されています。 

  適正な予算の執行や明朗な会計をするために、会計と会計監査が置かれ 

 ています。 

  年度当初の総会では、前年度の決算（会計）報告が行われます。また、 

 当該年度の予算案についても総会で審議されます。 

２ 情報連絡について（回覧板、掲示板等情報提供の方法） 

  町会・自治会では、各会員の家庭への情報提供の手段として、地区や班 

 を単位に掲示板、回覧板等が利用されています。 

３ 会議等について（総会、役員会、定例会など） 

(1)総 会･･･定期総会は、年１回、年度はじめ（５月頃）に行われます。 

前年度の事業報告、決算報告、監査報告や当該年度の事業計 

画、予算案の承認、役員の選任、その他重要事項を決議しま 

す。 

 (2)役員会･･･役員による最高決定機関として置かれます。会の基本的運営 

       並びに活動方針や事業の執行に関する事項等を協議します。 

 (3)定例会･･･一般的には月一回、会運営の基本的事項、総会に関する議案、 

専門部の運営に関する事項等を審議します。 

 (4)その他･･･会によっては、三役会、幹部会、地区別協議会などを開催し 

ています。 

４ 町会・自治会館の運営 

  ○町会・自治会の集会施設の管理運営 

  ○地区会館（用語集 参照）の管理運営  
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Ｑ２－１４ 会議の進め方は？ 

 

 

答え 

１ リーダーの役割 

  会議の進め方がしっかりしていないと、時間ばかりかかり、成果が期待でき

ません。いわゆる「会議が踊る」になってしまいます。 

  町会・自治会の会議では、会長さんがリーダーシップをとることが多いと 

 思われますので、リーダーとしての役割を以下にまとめました。 

  (1)会議スケジュールの説明と脱線の修正 

  (2)反対意見が十分出る雰囲気づくり 

  (3)その場で討議すべきことか、否かの判断 

  (4)部分だけを見ないで、全体を見る 

  (5)立場の違いを考慮する 

  (6)開始と終了時刻の管理  

 

２ 好ましくない発言と指導 

  次に会議中の好ましくない発言をあげてみます。会長さんは次のような発 

 言があった場合は、発言者に対して注意を与え、指導すべきだと考えます。 

  (1)繰り返し発言または言い方を変えただけで同じ内容の発言 

  (2)欠点の指摘だけで、改善提案のない発言 

  (3)攻撃的発言 

  (4)さえぎる発言 

  (5)自己主張発言 

  (6)相手の揚げ足をとる発言 

  (7)反論のための反論 

 

３ 時間厳守が大事です 

  開会時刻になっても集まらない、会議中にだらだらと入って来る、途中で 

退室するなどの雰囲気では、せっかくの会議がだいなしになります。 

  会議の開始時間や終了時間などをあらかじめ決めて会議を進行していくこ 

とが大切です。 
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Ｑ２－１５ イベントをやりたいが町会・自治会のテントが足りない 

 

 

答え 

 

１ 相談先 

お近くの地域サービス係へ相談してください。 

 

２ 貸出できる物品 

机やイス、テントなど。 

物品によっては、お近くの地域サービス係で貸し出しできるものもあります。 

 

３ その他注意事項 

貸出物品の種類や数に限りがあるので、イベントの日程が決まったらなるべ

く早めに相談することをおすすめします。 
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Ｑ２－１６ 町会・自治会で推薦している委員ってどんなもの？ 

 

 

答え 江戸川区から町会・自治会に推薦依頼をしている主なものは、下表のとお

りです。 

  

 

委 員 の 種 類 問 い 合 わ せ 先 電  話 

民 生 ・ 児 童 委 員 福 祉 推 進 課 庶 務 係 03-5662-5026 

ファミリーヘルス推進員 

中央健康サポートセンター 

小岩健康サポートセンター 

東部健康サポートセンター 

清新町健康サポートセンター 

葛西健康サポートセンター 

鹿骨健康サポートセンター 

小松川健康サポートセンター 

なぎさ健康サポートセンター 

03-5661-2467 

03-3658-3171 

03-3678-6441 

03-3878-1221 

03-3688-0154 

03-3678-8711 

03-3683-5531 

03-5675-2515 

統 計 調 査 員 地 域 振 興 課 統 計 係 03-5662-6169 

明 る い 選 挙 推 進 委 員 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 03-5662-5553 

投 票 管 理 者 ・ 立 会 人 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 03-5662-5553 

 
※ 各委員についての説明は、 

「用語集（あいうえお順）の各項目」をご参照ください。 
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町会・自治会への素朴な疑問コーナー 

 
 

Ｑ２-１７①  どうして町会・自治会の加入は、世帯単位なの？ 

 個人単位でもいいんじゃないの？ 

 
 
答え  

 

町会・自治会は、共同生活の組織といえます。ですから個人ではなく、生活単

位である世帯（家族ぐるみ）で加入された方が、ゴミ処理や防災問題上でも何か

とまとまりやすいです。    

「みんなで解決しよう！」これが町会・自治会活動の原点です。 

 

 

Ｑ２－１７②  町会・自治会は、どんな課題に取り組むの？ 

地域を代表しているの？ 

 
 

答え 下記のとおり考えてみました 

 

① 地域での共同生活時に生じてくる問題の中には、違法駐車、駐輪防止

条例など、法令あるいは行政によって規制されているものを、区と協

働して取り組んでいくものや、防火防犯パトロールのような地域の

方々でいろいろルールを決めて解決に取り組んでいただくものがあ

ります。 

 

② 地域を代表すると言われるようなコミュニティの輪が広がることが

ベストと考えます。地域の方のいろいろな考え方をある一定の方向に

むかう「力」に変えて、「住んでいてよかった」といえる地域社会を実

現していっていただきたいと考えます。 

そのためにも、前にも説明しましたとおり、町会・自治会の加入率が

高いことは大切なことと思います。 

 

③ そうした町会・自治会の力で地域の課題に取り組んでいただければ、

日常生活の中で起こる諸課題でも解決の糸口が見つかることと思い

ます。  
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  Ｑ２－１７③ どうして町会・自治会は、地域を限定しているの？ 

         どこに入ったっていいんじゃないの？ 

 

 答え 

 

 現代社会の住民のみなさんの生活範囲は、広域にひろがっています。 

そうはいっても、地域社会の存在意義はなくなるわけではありません。地域で生

活していれば近隣の人たち、ちょっと輪を広げた周囲の人々と何らかの関わり

が生じます。まったく孤立した個人というものは存在しないと考えられます。 

 ごみ処理や防災活動等、日常生活にからむ諸活動は、ある一定の区域を設け、

その地域の住民のみなさんが主体となって協力・活動することが最も合理的で

すし、早期解決につながります。「毎日の生活がうるおいのあるものに」。そのた

めにも自分の住む地域の町会・自治会に加入され、ご意見なども述べて活動され

ることが望ましいと考えます。 

 

 

Ｑ２－１７④ どうして町会・自治会は、加入のお願いに努力しているの？  

加入率なんかどうでもいいんじゃないの？ 

 

答え  

 
その区域にお住まいの世帯ができるだけ大勢加入されていることは大切なこ

となのです。ある事柄について、「こうして解決しよう」という提案があったと

します。推進者になった人にとっては自主的な取り組みとなっても、受け身で対

応する人にとってはそれが強制のように見えることはよく起こります。 
しかし、街づくりや地域改善の問題など、任意の活動を超えて協力し、取り組

むことが必要となる場合には、その実効をあげるために、大多数の理解と協力が

必要になります。何度も話し合い、何度も顔合わせをする中から、最もよい方向

が見えてきて、地域の総意としてまとめ上げられたら最高です。そこに住む皆さ

ん一人ひとりの幸せを求めていってほしいと考えます。 
 そのためにも、町会・自治会への加入をおすすめし、その加入率を上げる努 
力を、町会・自治会の皆さんは行っているのです。 
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   Ｑ２－１７⑤ 防犯パトロールを町会でやっているけど、 

防犯は警察の仕事なのでは？ 
 
答え 

 防犯の仕事は警察業務のひとつですが、警察の力だけでは、犯罪をなくすこと

はできません。犯罪をなくすためには、犯罪を寄せつけないまちをつくることが

大切です。そのためには、「自分たちのまちは自分たちで守る」という地域の方々

の強い気持ちが大きな役割を果たします。 

 その実践行動の代表的なものが、町会・自治会や商店会などの地元の組織・団

体が行っている防犯パトロールです。地元の方々が防犯パトロールに参加・協力

することで、犯罪を未然に防ぐために必要不可欠な防犯意識の普及・向上につな

がります。 

 区では、平成１５年に「江戸川区 安全・安心まちづくり運動大綱」を策定し、

区民と区と警察が一体となった総合的な取り組みを実施・継続してきています。

また、防犯パトロールに対する支援もしています。 

 今後とも区民の方々のご理解のもと、様々な防犯施策を進めてまいりますの

でご協力お願いします。 

 

 Ｑ２－１７⑥ 税金を払っているのに、どうして清掃活動なんかするの？ 

        役所がやればいいんじゃない、税の二重取りと思わない？ 
 
答え  

 道路・公園・河川などの公共施設には、それぞれ国・都・区などの行政管理者

がいます。当然のことながら、その施設管理に関しては当該管理者の業務となり

ます。しかしながら、行政がまちの隅々まで、道路・公園・河川などの公共施設

を清掃するとなると、とてつもなく膨大な経費がかかることになります。言うま

でもなく、その経費は皆様からいただいた貴重な税金で賄わなければなりませ

ん。 
 ご存知のとおり、税金には様々な使われ方があり、例えば子育て・福祉・教育

などにも使われています。税金の使われ方は合理的かつ効果的でなければなら

ず、多くの方の理解を得て、大切に使われることが求められます。 
 一方、地元の方々が地域の清掃活動を行うことは、単に税金を財源とする支出

を節約するに止まらず、自分たちのまちをよく知るきっかけとなったり、見かけ

た人に「まちを汚してはいけない」という意識を抱かせたりする二次的な効果も

あると思います。 
毎年５月と１１月が『環境をよくする運動』の強調月間と位置づけられており、

区内各所で一斉美化運動が実施されています。今後とも区民の方々のご理解の

もと、地域の清掃活動へのご参加・ご協力をお願いします。  
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３ 町会・自治会内で困ったときは？ 

 

 Ｑ３－１ ごみの不法投棄が多くて困っている 

 

答え 

 ごみは、きちんと分別して決められた曜日・場所（ごみ集積所）に朝８時まで

に出していただくことがごみ出しの基本ルールです。そして、収集後や収集日以

外の日にはごみを置かないなどの、ごみの不法投棄がしづらい環境を作ること

も大事です。ごみ集積所をご利用の方々にはどうぞご協力をお願いします。 

それでも一部の心ない人により、道路・駐車場・空き地などにごみを不法投棄

されることがあります。不法投棄された場所やものによって、管理者や土地所有

者など、ごみを処理しなければならない人や方法が異なります。自転車やバイク

などは警察への届け出が必要な場合もあります。 

詳しくは下記へご相談ください。 

 

<ごみ集積所の場合> 管轄の清掃事務所 

小岩清掃事務所 （小岩・東部・鹿骨事務所管内）

電話０３－３６７３－２５５１ 

葛西清掃事務所 （葛西事務所管内）      電話０３－３６８７－３８９６ 

小松川清掃分室 （小松川事務所・区民課管内） 電話０３－３６８４－６０６０ 

 

<道路の場合> 

 区道･･･土木部施設管理課道路監察係        電話０３－５６６２－１８８４ 

 都道･･･東京都第五建設事務所管理課監察係    電話０３－３６９２－４３９６ 

 国道･･･東京国道事務所品川出張所（湾岸道路） 電話０３－３７９９－６３１５ 

                                （葛西管内） 

東京国道事務所亀有出張所（上記以外）電話０３－３６００－５５４１ 

※管轄がわからない場合は、区役所道路監察係へご相談ください。 

※放置自転車については区役所駐輪対策係へご相談ください。 

                          電話０３－５６６２－１９９７ 
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<公園の場合> 

環境部水とみどりの課みどりサービス第一係    電話０３－５６６２－５５４３  

（新大橋通り以北・新中川以西地域） 

みどりサービス第二係   電話０３－５６６２－１９３４ 

（新大橋通り以南地域） 

          みどりサービス第三係   電話０３－５６６２－０３２１ 

（新中川以東地域） 

 

 

☆ 空き地の雑草などを放置したままにすると、付近の生活環境を悪化させて

しまいます。所有者・管理者は空き地を適正に管理する必要があります。ど

なたでも簡単に扱える小型草刈機を環境課相談係と各事務所地域サービス

係（小松川事務所を除く）で無料貸出しています（燃料自己負担）。 

また、環境課相談係では、業者による除草（有料）のあっせんも行って 

ます。 

 

環境課相談係 電話 03-5662-1996 
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Ｑ３－２ 街路樹や公園・児童遊園内の樹木の手入れは？ 

 

答え  

街路樹の枝が伸びすぎて車両の通行の障害になっている、公園・児童遊園内の

樹木が近隣の家の敷地まで伸びている、また、毛虫が大量発生しているなどの相

談は下記にご連絡ください。 

 

◎街路樹 

区道…環境部水とみどりの課みどりサービス第一係  電話０３－５６６２－５５４３ 

都道…東京都第五建設事務所補修課街路樹担当 電話０３－３６９２－４５０４  

国道…国土交通省東京国道事務所       電話０３－３５１２－９０９０  

国道 14 号（京葉道路一之江橋以西）亀有出張所 電話０３－３６００－５５４１ 

国道 357 号            品川出張所 電話０３－３７９９－６３１５ 

※国道 14 号（京葉道路一之江橋以東）の街路樹については、 

上記区道（みどりサービス第一係へ。 

 

◎公園・児童遊園の樹木 

環境部水とみどりの課みどりサービス第一係  電話０３－５６６２－５５４３ 

（新大橋通り以北・新中川以西地域） 

みどりサービス第二係  電話０３－５６６２－１９３４ 

（新大橋通り以南地域） 

             みどりサービス第三係  電話０３－５６６２－０３２１ 

（新中川以東地域） 

 

自分たちのことは自分たちの力で 

 ご自宅の樹木の剪定には高枝切りばさみを、各事務所で無料貸し出ししてい

ますので、お問い合わせください。また、ご自宅の樹木の剪定くずは、長さ 30

ｃｍ程度、太さ 10ｃｍ程度にして、ごみ集積所へ（目安は、４５Ｌ袋で３袋ま

で）お出しください。大量の場合は、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。

４５Ｌ袋 １袋３００円、７０Ｌ袋 １袋５００円で臨時に回収いたします。 
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Ｑ３－３ 犬・猫・カラス・ハクビシン・・・に困っている  

 

答え 

犬・猫などの死体処理は 

① 家庭で飼われていたものは 

   飼い主の届け出により清掃事務所が有料で処理します（２５ｋｇ未満）。

手数料は１頭につき 2,800 円で、区が委託している業者により火葬から埋

葬まで行います。管轄の清掃事務所にお持ちいただくか、電話にてご連絡く

ださい。 
 

② 飼い主がいないか、不明のものは 

ア．私有地の場合は、管理者（所有者、占有者）責任で上記①と同様に有料

で処理します。 

イ．道路上の死体は道路管理者が処理することになっています。 
     

○区道および都道は各清掃事務所へ 

   小岩清掃事務所 （小岩・東部・鹿骨事務所管内） 電話 03-3673-2551 

   葛西清掃事務所 （葛西事務所管内）       電話 03-3687-3896 

小松川清掃分室 （小松川事務所・区民課管内）  電話 03-3684-6060 
 

○国道は下記へ 

  京葉道路（一之江橋以西）東京国道事務所亀有出張所 電話 03-36OO-5541 

  京葉道路（一之江橋以東）の車道部分 

          東日本高速道路㈱千葉管理事務所    電話 043-259-5221 

  湾岸道路（一般国道） 東京国道事務所品川出張所    電話 03-3799-6315 
 

その他の犬・猫に関する相談は 

 江戸川保健所ではペットに関する相談、飼い主のいない猫対策支援事業を行

っています。生活衛生課動物管理係へご相談ください。 電話 03-3658-3177 
 

カラス等の対策は 

 ごみ集積所を共同でご利用されている方々の飛散防止・カラス等の対策とし

てごみ集積所用ネットを貸し出しています。このごみ集積所用ネットは、ごみ集

積所をお使いの方たちで管理していただきます。お気軽に管轄の清掃事務所へ

お問い合わせください。 
 

ハクビシンの対策は 

江戸川保健所ではハクビシンやアライグマの駆除事業を行っています。生活

衛生課動物管理係へお問い合わせください。 電話 03-3658-3177  
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Ｑ３－４ 町会・自治会内で災害が発生したら？ 

 

答え 

  助け合う地域力 

   いざという時、近隣の方、地元町会・自治会の方々は、頼りがいのある 

  応援団として活躍してくれます。会長さんの決断で、火災で家を失った方々

を１週間近く町会会館でお世話をいただいたというような話をよくお聞き

します。 

 

  区もかけつけます。 

   再起を図ろうとされている被災者の方々に少しでも励みになればと、お

見舞金（品）をお届けしています。 

担当は、区民課・各事務所の地域サービス係です。 

 

 

火災・風水害などの災害が発生し、町会・自治会内で被害を受けた方がいる場

合、災害の内容や規模により、下記のとおり災害見舞金（品）をお届けしてい

ますので、区役所区民課・各管内事務所地域サービス係へご一報ください。 

なお、下記①～③は、併給が可能ですので、あわせてご相談ください。 

 

① 災害見舞金（区役所より支給） 

火災等で被害を被った方に、災害見舞金を世帯単位でお届けします。見舞 

金は、被害の程度に応じて、１０，０００～２０,０００円となっています。 

 

② 災害救援品（日本赤十字社東京都支部より支給） 

  火災等で被害を被った場合、その被害の内容や規模に応じて、毛布やバスタ

オルなどの災害救援品が支給されます。 

 

③ 災害見舞金（東京都共同募金会より支給） 

火災等で被害を被った場合、生活保護を受給している世帯に対し、１世帯１

０,０００円の災害見舞金が支給されます。 
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住宅を探して！ 

 住宅は被災された方ご自身の力で探していただくことになりますが、下記

のような方法もありますので、ご紹介します。 

 

火災等で住居を失われた方へ、都営住宅への入居や宿泊所の利用案内をし

ています。申込方法・申込資格など、詳しくは下記の連絡先までご相談くださ

い。 

 

〈都営住宅〉 

  東京都では、火災などによるり災者に対し、都営住宅へ一時的に受入れを行

っています。使用料は徴収しますが、短期間の応急措置のため保証金は不要で

す。 

  また、賃貸住宅等にお住まいで、火災などにより住宅を滅失し、都営住宅の

入居資格（所得基準等）を有する方は、都営住宅へ本格入居（一時的でなく、

正式に入居）できる制度もあります。 

  受入れ・入居には条件がありますので、詳しくは、東京都住宅供給公社都営

住宅募集センター（電話 03-3498-8894）に直接お問い合わせください。 

 

〈宿 泊 所〉 

  火災等にあった方への短期の住まいの提供 

 特別区人事・厚生事務組合が管理・運営 

    問合せ  生活援護第一課相談係 電話０３－５６６２－８１６９ 

 （※の地域を除く区民課・小松川事務所管内 ） 

生活援護第二課相談係 電話０３－３６５７－７８５５ 
          （小岩・鹿骨・東部事務所管内） 

生活援護第三課相談係 電話０３－５６５９－６６１０ 
          （葛西事務所管内と※の地域） 
  
 ※東小松川３・４丁目、松江４～７丁目、 
 一之江２～４丁目・６～８丁目 
 江戸川４丁目１５～２５、春江町４丁目 
 西瑞江４丁目１・２・１０～２７ 
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Ｑ３－５ ボランティアをしたいとき・ 

ボランティアの力を借りたいときは？ 

 

答え 

江戸川区では、多くのボランティアの方々が福祉やまちづくり、子育て、国際

交流など様々な分野で積極的に活動されており、その輪も年々大きく広がって

います。 

ボランティアセンターでは、 

①ボランティア情報の収集・発信、ボランティア相談・紹介 

②ボランティアを始めるきっかけづくりの各種講座の開催 

③ボランティアの交流の場、機会の提供 

④活動中の事故やけがに備えたボランティア保険の手続き 

⑤災害時の受援力を高める「災害時ボランティア養成講座」の開催 

などを行っています。 

 ボランティアに関するご相談はボランティアセンターまでご相談ください。 

 また江戸川区が大きな災害に被災したときは、社会福祉協議会とともに「災害

ボランティアセンター」を設置して被災された区民の皆さんと災害ボランティ

アをつなぐ役割を果たします。避難所やご自宅などでボランティアが必要とな

ったときにもご相談ください。 

 

（公財）えどがわボランティアセンター 

所 在 地  江戸川区松島１－３８－１（グリーンパレス１階） 

電話番号  ０３－５６６２－７６７１ 

開所時間  月曜日～金曜日及び第２・第４土曜日 ９時～１７時 

 閉 所 日  第１・第３・第５土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

ホームページアドレス  https://edogawa-vc.jp 

 

 

 

  

https://edogawa-vc.jp
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答え 

 集団回収（用語集 参照）を始める前に、まず以下の事項を決めましょう。 

①回収品目：新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、アルミ缶など。 

（古紙やアルミ缶を回収すると持ち去り対策に効果的です。） 

②活 動 日：『毎月第○曜日』など覚えやすい日にしましょう。 

      行政回収日と同じ日にすると持ち去り被害に遭う可能性が高いた

め、行政回収日とは別の日にしましょう。 

③回収場所：トラブルを避けるため、区が回収するごみ・資源の集積所とは別の

場所にしましょう。 

 標示旗を必ず掲示しましょう。 

④回収業者：見つからない場合は、区にご相談ください。 
 
 ４つの事項が決定したら、清掃課ごみ減量係へ団体登録申請をしてください。

区民課・各事務所地域サービス係でもお預かりできます。 

 登録に必要なものは以下のとおりです。 

  ・集団回収実践団体登録申請書（清掃課ごみ減量係、区民課・各事務所地域

サービス係にあります。また、区のホームページからもダウンロードでき

ます。） 

  ・代表者の印鑑（スタンプ印不可。） 

  ・団体名、肩書、代表者氏名が記載されている通帳の写し（報奨金を振り込

みます。） 

   ※なお、代表者の氏名・代表者の住所・口座名義の変更など、登録内容に

変更が生じた時は、『登録団体代表者等変更届』の提出が必要です。 
  
団体登録の完了後、活動を開始します。活動の流れは以下のとおりです。 

①資源の回収を行います。 

②団体が契約した回収業者に資源を引き渡します。 

③代表者名、業者名などの記入押印をした実績報告書を作成します。 

  ※報奨金は実績報告書に基づいて支給されます。 

④回収を行なった月の翌月１０日までに、計量伝票（原本）を添付した実績報

告書と請求書を清掃課ごみ減量係へ提出します。（区民課・各事務所地域サ

ービス係でも受付しています。） 

  ※実績に伴い年２回（５月下旬、１１月下旬）報奨金が振込まれます 

 

【集団回収に関するお問合せ先】清掃課ごみ減量係 電話０３－５６６２－１６８９ 

Ｑ３－６ リサイクル（集団回収）のやり方は？ 
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Ｑ３－７ 区の（地域配備）消火器を使用したときは？ 

 

 

答え 

 区では初期消火にお使いいただくために、区内全域の街頭に約4,700本の

消火器を設置しています。赤い箱が目印です。以下の場合は地域防災課防犯防

災係へ「設置場所の住所」と「消火器の管理番号」をお知らせください。消火

器の管理番号は、消火器本体及び格納箱に表示されています。（例：粉1234） 

① 初期消火に使用したとき。区が薬剤の詰め替えを行います。 

② いたずら等で噴出されたまま放置されているのを発見した場合。 

③ 新規に設置したい場合。町会・自治会の皆さまと現地を確認して設置いた

します。 

④ 消火器が設置されている家屋や外壁を解体する場合。 

 

【連絡先】地域防災課防犯防災係 電話０３－５６６２－２１２９ 

 

☆大地震の際は初期消火にご協力ください 

今後高い確率で発生するとされている首都直下地震では、火災が多発するこ

とが予測されています。 

万一火災が発生したときには、大規模な火災になる前に初期消火を行って皆

さんの街を守りましょう。一般的には炎が天井に届くまでは消火器で消し止め

ることができます。隣近所で声を掛け合い、協力して消火活動を実施してくだ

さい。 

 

☆防災情報の収集 

区内で震度５弱以上の揺れが予想されるときには、屋外の防災行政無線（夏休

みの夕方「夕焼け小焼け」を放送している無線です）で緊急地震速報を放送し

ます。  

また、災害時においては、防災行政無線の放送を繰り返し行うとともに、エリア

メール・緊急速報メールやえどがわメールニュース（事前登録が必要）、防災行

政無線の放送内容を電話で確認することができる防災放送確認ダイヤル（３６

５２－１２８４）、ＦＭえどがわ（８４．３ＭＨｚ）、ケーブルテレビ（ジェイ

コム）、ツイッター、フェイスブック、ホームページなど様々な方法で江戸川区

から皆様にお知らせいたします。 
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Ｑ３－８ 区で実施している健康診断・がん検診はどんなものがあるの？ 

 

答え 

区民の方を対象に、下表の各種健康診査・がん検診等（以下、併せて健診と表

記）を実施しています。 

〇費用は無料です。ただし、健診の結果により治療や精密検査等が必要な場合は、

自己負担（保険診療）となります。 

〇各健診の実施期間・会場・予約受け入れ人数等は状況により変更となる場合が

あります。受診の際は、区ホームページなどで最新情報をご確認ください。 

〇健康についてお悩みの方のために、健康相談を各健康サポートセンターにて

実施しています。お気軽にご相談ください。 

 

★生活習慣病を予防・早期発見するための健診 

健診名 対象者 実施期間・会場・受診方法 

40 歳未満の方の 

区民健診 

40 歳未満の区民 

※他に健診の機会がない方 

期間：<前期> 7 月～8月 

   <後期> 12 月～翌年 2月 

会場：区内指定医療機関 

   医療検査センター（予約制） 

※詳しくは区ホームページなどで 

ご案内します。 

国保健診 

（特定健診・特定保健指導）

江戸川区国民健康保険に 

ご加入の 40 歳～74 歳の方 

※他の医療保険に加入されて 

いる方は、ご加入の保険者 

へお問い合わせください。 

＜40 歳～64 歳の方＞ 

期間：通年実施 

会場：医療検査センター（予約

制） 

※対象の方には受診権を3月上旬に送

付しています。 

＜65 歳～74 歳の方＞ 

期間：8月～10 月 

会場：区内指定医療機関 

※対象の方には受診券を 7 月下旬に 

送付します。 

長寿健診 

75 歳以上の区民 

※65 歳以上で後期高齢者医療 

制度に加入している方も含む 

期間：8月～10 月 

会場：区内指定医療機関 

※対象の方には受診券を 7 月下旬に 

送付します。 

※生活保護・支援給付を受けている方は、福祉事務所へお問い合わせください。 
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★がん検診・その他の健診 ※実施期間は通年（成人歯科健診は 6 月～11 月） 

【からだの健診】 

種類 対象者 受診方法 会場 

子宮 頸が ん 
20 歳以上の女性 

※前年度未受診者 
直接会場へお申し込みください。 区内指定医療機関 

乳 が ん 

30～39 歳女性：超音波検査 

40～64 歳女性：超音波検査 

またはﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査 

65 歳以上女性：ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査 

※ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査は前年度 

同検査未受診者 

電話またはｲﾝﾀｰﾈｯﾄで予約し、 

会場で受診してください。 

※胃がん内視鏡検査の予約は 

電話受付のみ 
 

【予約先】 

電  話 03-5676-8818 

月～土 ※祝休日除く 

8 時 45 分～17 時 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ https://www.kenshin 

-edogawa-web.jp 

医療検査センター 

船堀 4-1-1 

タワーホール船堀 6F 

 

※乳がんﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

検査のみ、 

・東京臨海病院 

・江戸川病院 

でも受診可。 

希望者は予約時

にお申し出を。 

 

※前立腺がん検診

は診療日に区内

指定医療機関で

も受診可。 

胃 が ん 

30～49 歳：胃部Ｘ線検査 

50 歳以上：胃部Ｘ線検査 

または内視鏡検査 

※内視鏡検査は前年度 

同検査未受診者 

肺 が ん 40 歳以上 
下記の受付時間内に会場で 

受診してください。（予約不要） 

いずれも月～土 ※祝休日除く 
 

肺がん･前立腺がん･骨粗しょう症 

9 時～15 時 

肝炎ウイルス 

10時～11時/14時～15時 

前立 腺が ん 
年度末年齢で 

60･65･70 歳の男性 

骨粗しょう症 

年度末年齢で 

40･45･50･55･60･65･70 歳 

の女性 

肝炎ウイルス 
過去に肝炎ウイルス検査 

を受診したことがない方 

大 腸 が ん 40 歳以上 
会場で容器を受け取り、採便後、 

ご提出ください。 

各健康サポートセンター

医療検査センター 

区内指定医療機関 

【お口(歯)の健診】 

種類 対象者 受診方法 会場 

口 腔 が ん 
40 歳以上 

※前年度未受診者 

健診係(口腔がん申込電話 03-5661-2463)

へ申し込み後、郵送される受診券をも

とに会場へ予約のうえ受診してくださ

い。 

区内指定 

歯科医療機関 

成 人 歯 科 

12 月末時点の年齢で 

20･25･30･35･40･45･50･ 

55･60･65･70 歳の方 

直接会場へお申し込みください。 

（期間：6月～11 月） 

区内指定 

歯科医療機関 

江戸川 

歯
は

つらつ
つ ら つ

チェック 

（口腔ケア） 

65 歳以上 直接会場へお申し込みください。 
区内指定 

歯科医療機関 

〇健診の詳細は、区ホームページよりご確認いただけます。 

【お問い合わせ先】健康推進課健診係 電話０３-５６６２-０６２３ ▲区ホームページ 

(健診・検診) 

https://www.kenshin
RT67800
フリーテキスト
ここにメモを書いてください。
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 ４ 区も応援しています 

 
Ｑ４－１① 地域サービス係とは？ 

 
答え    

 江戸川区では昭和４８年１２月より区民課・各事務所に自治係（現地域サービ

ス係）を設置し、町会・自治会の仕事が円滑に進められるために、お手伝いがで

きる体制をとっています（区民課は昭和５０年４月、鹿骨事務所は同５３年４月

に設置）。 
各種地域まつりや町会・自治会活動に関することだけでなく、「こんなことは

区役所のどこに聞けばよいのだろう？」といったことにつきましても、各地域サ

ービス係にお気軽にご相談ください。 
 
 

主な仕事 

・地域活動に関すること（広報・広聴、区政相談、町会・自治会および連合町会

その他各種団体の連絡調整、青少年育成地区委員会、環境をよくする運動、

小災害見舞金品の支給 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒Ｑ＆Ａ４－３ 事務所と区民館の違いは？ の項参照 

 
  

区民課地域サービス係（区役所１階）  電話０３－５６６２－６８１６（直通）  
小松川事務所地域サービス係   電話０３－３６８３－５１８３（直通）  
葛西事務所地域サービス係   電話０３－３６８８－０４３４（直通）  
小岩事務所地域サービス係   電話０３－３６５７－７８３６（直通）  
東部事務所地域サービス係   電話０３－３６７９－１１２４（直通）  
鹿骨事務所地域サービス係   電話０３－３６７８－６１１３（直通）  
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  Ｑ４－１② コミュニティ係ってどんな仕事をしているの？ 
 
 
答え 
 

 
 町会・自治会の皆様とは、区民まつりや町会・自治会役員表彰式、地区会館な

どの担当としておつきあいさせていただいていますが、どのようなことをして

いるのか、コミュニティ係の主な業務内容を紹介します。 
  
 
 １ 町会・自治会に関すること 

① 町会・自治会の現況調査、世帯数調査、集会施設調査 
② 町会・自治会支援金に関する事務 
③ 町会・自治会設立届の受理 
④ 町会区分地図の管理 
⑤ 連合町会連絡協議会に関する事務 
⑥ 東京都町会連合会に関する事務 
⑦ 町会・自治会役員表彰式の実施 
 

 ２ 各種団体に関すること 
① 日本赤十字社・東京都共同募金会などの事務に関すること 
 

３ 地区会館等の建設及び維持管理に関すること 
① 地区会館の建設計画 
② 地区会館の利用状況の集計 
③ 改修計画 
④ 維持・補修 
⑤ 地区会館運営協議会に関すること 
 

４ 地縁団体による団体の認可に関すること 
① 町会・自治会の認可手続き 
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５ その他 
①災害弔慰金および災害援護資金に関すること 
②小災害見舞金品に関すること 
③災害等の被災者応急資金に関すること 
④生活振興部および地域振興課の庶務に関すること 
⑤区民課、各事務所、消費者センターとの連絡調整に関すること 
⑥生活振興部の予算・事務事業の管理調整に関すること  など 

 
 
今後も地域の皆さんの活動のサポート役として、これらの業務を地域サービ

ス係と連携をとりながら実施していきます。 
 
コミュニティ係は、区役所の西棟１階の１番窓口にあります。 

（電話０３－５６６２－０５１５） 
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Ｑ４－２ 地区会館とは？ 

 

 

答え  

 

地区会館は、地域の方々の要望を受け（土地は地元で探していただいて区へ寄

付）、建物は区が負担して、その他諸条件が整えば建設してきました。そのため、

町会会館や自治会会館と異なり、区立の会館です。 

  

利用申し込み 

 

申し込み受付は各地区会館で直接行っています。鍵も地元の方に借りて利用

することになります。各地区会館の申し込み受付先は「江戸川区ホームページ」

で紹介していますので、空き状況や利用方法など、詳しくは各地区会館の申込受

付者まで直接お問い合わせください。 
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Ｑ４－３ 事務所と区民館の違いは？ 
     （事務所に行くとどんな手続きができるの？） 

 
 
答え 

  
事務所 

 江戸川区には、区民の皆さんの利便性を考慮し、小松川・葛西・小岩・東部・

鹿骨の各地域に５ヶ所の事務所があります。戸籍、住民票の写しや印鑑登録証明

書の交付、国保・年金、福祉、健康関係など区民に身近な事務を取り扱うことに

より、区民の皆さんが区役所まで足を運んでいただくことなく、お住まいの地域

で多くの用事を済ませることができます。各事務所の開庁日は区役所本庁舎と

同様に月曜日から金曜日までです。（祝日、年末年始を除く） 
 事務所で取り扱いができる手続きについては、「くらしの便利帳」や「江戸川

区ホームページ」をご覧ください。 
 
 
 区民館 

 一方、区民館は各事務所に併設されています。ここは、区民の皆さんのコミュ

ニティ活動の拠点としてご利用いただくために、集会室や多目的ホールなどを

備えており、サークル活動・会議・各種発表会の場です。 

平成１６年４月１日より年中無休で開館しており、さらに利用しやすくなっ

ています（年末年始を除く）。 
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Ｑ４－４ 江戸川総合人生大学ってどんなところ？ 

 

  

これまでの人生経験や知識を活かして、地域に貢献したいと考えている区民

の皆さんを応援しています。 

 

 例えば… 

  Ａさん 「私にもできることがあるかな～？」 

  Ｂさん 「一人では心細いので、仲間づくりがしたい！」 

  Ｃさん 「これまでは地域との関わりが薄かったので、どのように地域に 

関わっていったらいいのかわからない！」 

 

 このような気持ちの方に、学びを通じた「きっかけづくり」や「仲間づくり」、

「生きがいづくり」をしていただきます。 

 より多くの地域の皆様にご入学いただければと願っております。 

 

《江戸川総合人生大学の概要》 

 区民の暮らしや地域社会をよりよくするため、区民の皆さんが様々な地域の

課題やその解決策について学び合い、力を合わせて社会貢献に取り組む「共育」

「協働」の学びと実践の場です。 

 平成１６年１０月に江戸川区が設置し、これまで多くの方々が卒業され、様々

な地域・分野で活躍されています。 

 ※学校教育法で定める正規の大学ではありません。 

 

【学  長】 北 野 大 （秋草学園短期大学学長・工学博士） 

 

【学  科】 

 

 

 

 

 

 

 

  

学 科 名 主要テーマ 

江戸川まちづくり学科 住みやすいまちづくり 

国際コミュニティ学科 国際交流・共生 

子育てささえあい学科 子育て支援・地域教育 

介護・健康学科 地域と高齢社会 
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【修学期間】 ２年間 

【対  象】 区内在住・在勤・在学の方（年齢制限はありません） 

【授 業 料】 年間３万円 

【ｷ ｬ ﾝ ﾊ ﾟ ｽ】 江戸川区全域です。教室での授業は、主に、篠崎文化プラザ 

       講義室で行います。 

        

【事 務 局】 篠崎町７－２０－１９ 篠崎文化プラザ 

℡０３－３６７６－９０７５ 

※ホームページでもご案内しています。 

        https://www.sougou-jinsei-daigaku.net 

 

 

  

https://www.sougou-jinsei-daigaku.net
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Ｑ４－５ シルバーお助け隊に来てほしい！ 

 
 シルバーお助け隊とは、江戸川区熟年人材センターの会員が、電球交換や家

具の移動など日常生活におけるちょっとした困りごとをお助けするサービス

です。 
 
【事業内容】会員１名程度で対応可能な１回６０分以内で終わるような簡易

作業です。 
＜具体例＞ 
 電球交換、簡易な家具移動、浴槽清掃、日用品の買い物など 
【対象者】区内在住の６５歳以上の熟年者のみ世帯、障がいをお持ちの世帯、 
母子家庭、その他（自力で困りごとの解決、改善ができない方） 
【利用料】実費のほか、利用者負担として１回につき５００円 
【問い合わせ】江戸川区熟年人材センター(本部)：０３－３６５２－５０９１ 

（フリーダイヤル）：０１２０－８７４－４６８ 
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 Ｑ４－６ 地域の熟年者がいつまでも元気でいるためには？ 

 
  

江戸川区では、介護保険の要介護認定率が２３区で最も低いなど、熟年者が元

気な街です。全国の自治体に先駆けて、約３０年以上前から「介護予防」の視点

を取り入れた「元気施策」を実施し、現在も継続している成果であると言えるで

しょう。 
 

【熟年者の元気増進のための施策】 
 
くすのきクラブ 

熟年者（６０歳以上の方）が毎日明るく楽しく過ごせるよう、教養の向上、健

康保持、レクリエーション、ボランティア活動を４本柱に活動している団体です。

おおむね町会・自治会の区域ごとに自主的に組織運営されています。現在、およ

そ２００のクラブ、約１万６千人の会員が活発に活動しています。 
福祉推進課 生きがい係 電話：03-5662-0039 

 

くすのきカルチャーセンター 

 学習をとおした生きがいづくりや仲間づくりを促進するために、熟年者を対

象に開講されている趣味の科目を中心とした教養講座です。区内６か所のセン

ターで開催しています。１年間の修了後には、自主サークルとして学習を継続で

きます。受講方法や開講科目等については、下記までお問い合わせください。 

中央くすのきカルチャーセンター 電話：03-3652-3911 

 

熟年（シルバー）人材センター 

 熟年者の生きがいづくりと社会参加を促進するために、熟年者の知識・経験・

能力を活かした就業の機会を提供しています。仕事を発注（依頼）したい、ある

いは会員になりたい方は、下記までお問い合わせください。 

江戸川区熟年（シルバー）人材センター 電話：03-3652-5091 
 

リズム運動 

熟年者の健康保持や仲間づくりを促進するため、社交ダンスのステップを熟

年者向けにやさしくした江戸川区独自の軽運動です。昭和５５年に誕生し、 
４０年以上の歴史があります。区内約２１０会場、約１１，０００人の熟年者が

リズム運動を楽しんでいます。 
福祉推進課 生きがい係 電話：03-5662-0039 
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【閉じこもりがち、身体虚弱、介護が必要になるなど困った時には】 
 

熟年相談室（地域包括支援センター） 

熟年者の暮らしを地域で支えていくための総合相談窓口です。熟年者が可能

な限り住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、熟年者ご本人は

もちろん、ご家族や地域の方々の相談に応えます。例えば、介護に関しての疑問

や困ったことがあれば、相談内容に合わせて必要なサービスを紹介します。なお、

熟年相談室での相談等はすべて無償で受けることができます。現在、区内 19 か

所・分室 8か所（下記参照）に設置しています。 

＜区内にある熟年相談室（地域包括支援センター）令和 2 年 4 月 1 日時点＞ 

名称 電話 受付曜日 受付時間 所在地 

中央 熟年相談室 江戸川区医師会 5607-5591 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

中央 4-24-14 

一之江 熟年相談室 清心苑 5879-5613 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

一之江 4-6-21 

西一之江(分室) 熟年相談室 清心苑 3655-6117 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

西一之江 4-9-24 

松江 熟年相談室 清心苑 5879-2185 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

松江 2-17-12 

本一色 熟年相談室 アゼリー江戸川 5607-7600 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

本一色 2-13-25 

大杉(分室) 熟年相談室 アゼリー江戸川 5607-6569 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

大杉 2-10-16 
(アゼリーアネックス内) 

平井 熟年相談室 ウエル江戸川 3618-0324 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

平井 7-13-32 

平井小松川 熟年相談室 第二ウエル江戸川 5858-2352 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

平井 1-4-15 

西瑞江 熟年相談室 江戸川区医師会一之江 5667-7676 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

西瑞江 5-1-6 

北葛西 熟年相談室 暖心苑 3877-0181 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

北葛西 4-3-16 

船堀 熟年相談室  5878-1521 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

船堀 2-15-17 

西葛西 熟年相談室 なぎさ和楽苑 3675-1236 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

西葛西 8-1-1 

東葛西 熟年相談室 なぎさ和楽苑 3877-8690 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

東葛西 7-12-6 

南葛西 熟年相談室 みどりの郷福楽園 5659-5353 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

南葛西 4-21-3 

臨海町(分室) 熟年相談室 みどりの郷福楽園 5659-4122 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

臨海町 1-4-4 

東小岩 熟年相談室 泰山 5889-1165 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

東小岩 6-8-16 

北小岩(分室) 熟年相談室 泰山 5622-1165 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

北小岩 5-34-10 
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介護保険課 事業者調整係 電話：03-5662-0032 

 
  

南小岩 熟年相談室 小岩ホーム 5694-0111 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

南小岩 6-28-12 

南小岩(分室) 熟年相談室 小岩ホーム 5694-0101 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

南小岩 5-11-10 

北小岩 熟年相談室 江戸川光照苑 5612-7193 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

北小岩 5-7-2 

西小岩(分室) 熟年相談室 江戸川光照苑 6657-9186 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

西小岩 3-21-24 

瑞江 熟年相談室 瑞江ホーム 3679-4102 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

瑞江 1-3-12 

東瑞江(分室) 熟年相談室 瑞江ホーム 3678-3765 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

東瑞江 1-18-5 

江戸川 熟年相談室 江東園 3677-4631 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

江戸川 1-4-3 

鹿骨 熟年相談室 きく 3677-3141 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

鹿骨 3-16-6 

西篠崎(分室) 熟年相談室 きく 5666-8477 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

西篠崎 1-6-7 

篠崎 熟年相談室 きく 5664-3080 
月曜日 
～土曜日 

午前 9時 
～午後 6 時 

上篠崎 4-19-18 
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地域支援ネットワーク 

子どもから熟年者まで障害の有無に関わらず、全ての人々が安心して住み続

けることができる「地域共生社会」を実現するため、地域での見守り・支えあい

のネットワーク「地域支援ネットワーク」を構築し、区、なごみの家、熟年相談

室、民生児童委員や協力事業者が連携をとり、見守り活動を推進しています。 
福祉推進課 孝行係 電話：03-5662-0314 
 
 

「地域支援ネットワーク」のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

江戸川区 

民生・児童委員 

連携 

対象者情報の管理、 

目配り訪問・サービスの提供 

協力団体･事業所･区民のみなさん 

熟年相談室 

熟年者の身近な相談窓口 信頼できる福祉の相談役 

目配り訪問等の見守り・支援 

気づき・声かけ 
警察・消防の関係部署 

なごみの家 

区医師会、歯科医師会、薬剤師会、弁護士会、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー協会、連合町

会協議会、人権擁護委員会、民生・児童委員協議会、熟年者福祉施設連絡会、ケアマネジャー協

会、訪問看護ステーション連絡会、訪問介護事業者連絡会、地域密着型サービス事業者連絡会、く

すのきクラブ連合会、ふれあい訪問員、熟年(シルバー)人材センター、江戸川みまもり隊、熟年相

談室、公衆浴場生活衛生同業組合、新聞販売同業組合、サンケイ広伸社、仕出し弁当組合、牛乳組

合、ヤクルト販売、郵便局、東京電力、東京ガス、東京都水道局、東京都住宅供給公社、生活協同

組合、生命保険会社、信用金庫、警察、消防、理容組合、美容組合、ダルマ八起会、建築士会、え

どがわっ子食堂ネットワーク、社会福祉協議会 

見守りを 
必要としている区民 

なんでも相談・見守り訪問 

目配り訪問・相談 
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地域の身近な福祉拠点「なごみの家」 
誰もが住み慣れた地域で、安心して自分らしい暮らしを続けることができる

地域づくりを目指して設置する地域の身近な福祉拠点です。連合町会の単位を

基本に区内を１５の区域に分け、２０２５年を目途に全ての区域に設置してい

きます。「なごみの家」の運営は、事業趣旨に賛同し、協力を申し出てくださる

多くのボランティアの皆様によって支えられており、地域の皆様とともに地域

共生社会の構築を進めていきます。 
 
＜主な機能＞ 
① 居場所・通いの場 

⇒子どもから熟年者まで誰でも、気軽に立ち寄ってお話しができる地域の

交流の場です。 
② なんでも相談 

⇒相談員や医療関係者などの専門職があらゆる相談に対応します。 
③ 地域のネットワークづくり 

⇒町会・自治会、民生・児童委員、医療・介護関係者、警察・消防などが

互いに協力関係を築き、地域課題の解決に向けた取り組みを実施していき

ます。 
 
＜開館時間＞ ９時から１７時３０分 
＜休 館 日＞ 月曜日・祝日・年末年始  

※月曜日が祝日の場合は翌日も休館 ※土日が祝日の場合は開館 
 
＜なごみの家 令和３年４月１日現在＞ 

名称 所在地 電話 
なごみの家北小岩 北小岩 6 丁目 17 番 9 号 03-3672-7753 

なごみの家小岩 東小岩 5 丁目 19 番 8 号 03-3658-4753 

なごみの家鹿骨 鹿骨 1丁目 54 番 2号 03-3670-4753 

なごみの家瑞江 江戸川 2 丁目 33 番 18 号 03-5636-7753 

なごみの家松江北 中央 2丁目 13 番 12 号 03-3652-4753 

なごみの家一之江 一之江 4 丁目 1番 18 号 03-5661-6753 

なごみの家長島桑川 東葛西 6 丁目 34 番 1 号 03-3680-2753 

なごみの家葛西南部 清新町 2 丁目 7番 20 号 東京福祉専門学校内 03-5659-0753 

なごみの家小松川平井 平井 1丁目 9番 6 号 03-5858-9753 

 
福祉推進課 計画係 電話：03-5662-1275 
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