
町会・自治会についての質問
身近な疑問にお答えします

Q.１ どんなことするの？ Q.２ 会費はどのくらい？

Q.３ 町会・自治会に入るには？

町会に入りましょう！
町会があなたのためにできること。

Let’s join “a neighborhood association”！

We aim to make happy and safe community.

町の運動会や文化セン
ターの夏祭りに参加。
いろんなイベントが
あって、いつも楽しそう！
近くに学年が違うお友だち
もできてうれしい！

親子で防災訓練に参加。
近所の公園や学校に集まっ
て、初期消火や応急手当の
訓練をした。ご近所さんと
の連携もバッチリ！

子どもが中学生に。夜道
が心配だけど ...
塾や部活で帰りが遅くなっ
ても、帰り道のご近所さんを
知っているし、町会で防犯
パトロールしていて一安心！

会費や徴収方法は地域により異なりま
すが、月３００円前後です。
Q.４ 住民票は必要ですか？
必要ありません。住民票の登記場所と今
住んでいる町会とがちがっていても入る
ことができます。町会は退会することも
できます。
Q.５ 賃貸アパートに住んでいま
す。個人で町会に入れますか？
入れます。ただ、大家さんによっては町
会に全戸加入しているかもしれません。
大家さんにお尋ねください。

町会・自治会では、運動会やお祭り等の
各種イベントや登下校見守り、防災・防
犯など、地域での活動をしています。こ
のような活動に参加していると、まちや
市が行う公共の動きが見えてきます。
また、入会しても、すべてに参加しなけ
ればならない訳ではありません。無理の
ない範囲でご参加ください。

申込み後、お住まいの町会・自治会より
ご連絡します。なお、個人情報は地域の
町会・自治会が適正に管理します。
【自治会】とは、同じ町内や住宅街などの同じ地域に暮らしている人たちが集まり、自主的に運営する組織のこと
です。自らの手で相互に仲良く助け合いながら地域生活をより良くしていくために活動しています。「町会」と名
称は違いますが、活動内容に違いはありません。

【府中市自治会連合会（自治連）】は、自治会同士が相互に連携協力し、共通する諸問題を協議し解決することを
目的として創設された、市内自治会の上部組織として組織されている任意の団体です。

【町会・自治会の加入などについてのお問合せはこちらへ】
■府中市自治会連合会
〒183-0055 東京都府中市府中町 2-25　府中市振興会館内（中央文化センター 5階）
☎ 042-319-9396 (FAXも同番 )  https://www.fuchu-jichiren.net/
■府中市市民協働推進部地域コミュニティ課
〒183-0056　府中市寿町１丁目５番地 府中駅北第２庁舎３階  ☎042-335-4137

子育ては一段落。
改めて地域デビュー！
子どもたちが巣立ったの
で、今度は私たちが近所の
子どもたちに何かしてあげ
たい！まずは地域の活動に
参加してみよう！

子どもが大学生に。
大学の掲示板で知ったボラ
ンティア活動に参加し、ま
ちの人達と知り合いになっ
た。久しぶりに近所の小中
学生とも話した。自分がお
兄さんやお姉さんとして役
に立ってうれしい！

次のステージでは ...
お祭りや運動会に、今度は運営
する側として参加してみようか
な。地域でできること、それか
ら発展して地域サロンやコミュ
ニティカフェなど、新しい取り
組みにも挑戦して「もっと住み
良いまちづくり」を楽しみたい！

ひとり暮らしを始めた子
どもたち。初めての場所。
立ち話からまちの人と知り
合いになった。いざという
とき、助け合えるといい
な ...。
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【加入申込み方法】
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東京都府中市府中町２の２５
府中市振興会館内（中央文化センター５階）

府中市自治会連合会
町会・自治会加入申込み係 行
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ご質問、ご要望などお書きください。

切手を貼って
投函ください

◎ウラ側に必要事項を記入し
　切手を貼って投函してください
◎市役所または、お住まいの地域の町会・自治会に
　直接ご持参になってもけっこうです

これは、町会・自治会
加入申込み用のハガキです。

これは、町会・自治会
加入申込み用のハガキです。

＜キリトリ線＞

●加入申込み用

  ハガキ付き！

●QRコード 付き！

申込書に記入し、下記❶～❹の方法でお申込みください。
あなたの町会・自治会情報をお知らせします。
❶左の申込みハガキに必要事項を記入し、ポストに投函してください。
❷QRコードから自治会連合会ホームページの加入申込み専用ペー
ジにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
https://www.fuchu-jichiren.net/ 町会・自治会加入キャ
ンペーン /加入申込み /（右のQRコードでもアクセスできます）
❸最寄りの文化センター、府中市役所地域コミュニティ課に「町会・
自治会 加入申込み書」を持参または、FAXでご提出ください。
❹お住まいの地域の町会・自治会に直接お申込みください。

QR コードはスマートフォ
ンなどをかざして読み取っ
てください。自治会連合会
加入申込み専用ページにア
クセスできます。

郵 便 は が き



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

地域の方に見守られて、
安心して子育てしています！

環境・美化

広報

見守り 子育て支援

お祭り・文化

行政との連携・協力防犯・防災訓練・交通安全活動

定年後に地域デビュー
仲間もでき、楽しみながらやってます！

「祭りを手伝ってくれてるから」って
いろいろもらっちゃった。
ひとり暮らしだけどさびしくない！

市の日本語教室や、
町会のイベントに参加してみてね！

町会・自治会の活動
楽しく・安全なまちづくり

町会・自治会に入ったみなさんの声
よかったこと、教えてください！

Let’s join
 “a neighborhood
association”！

府中市に念願のマンションを購入し
夫婦で新生活をスタート。
市役所に転入手続きに行ったら
町会への入会を勧められたけど
地域ってどんな活動を
しているんだろう？

　　　 美化活動に参加。
          ご近所のみなさんと
          公園の清掃をした。
きれいなまちに住めるって
うれしい！

子どもが誕生。
パパもママも新米です！
子どもを遊ばせる場所は？
一時預かりをしてくれる場
所ってある？町会の役員さ
んから文化センターや子育
てサロンの情報をゲット！

子どもが小学生に。
登下校は大丈夫？
町会で登下校の見守りをし
ているので、元気に通えそ
う！こども会のイベント
で近所の公園でみんなと遊
んだ！

お問合せはこちらへ
■府中市自治会連合会（平日  午前10時～午後３時）

  ☎ 042-319-9396
■府中市市民協働推進部地域コミュニティ課

  ☎ 042-335-4137

海外からの留学生や転勤
者が増えてきた。
日本の習慣や文化が分から
ず不安そうだ。あいさつし
てみたら、意外に通じた。
学生の私もなにかお手伝い
をしたい。

社会人になった子どもた
ち。見知らぬ土地で暮らす
ことになった。まちのお祭
りやイベントが新鮮。
回覧板やゴミの出し方や公
園清掃などまちのことを教
えてもらっている。

start

「地域で暮らす」を始めよう！
はじめての町会・自治会

共働きで、地域に知り合いがなかなかできなかったのですが、
文化センターのお祭りに参加したら、うちの子供たちのこと
を知っている人が多く、ビックリしました。町会の方々が登
下校の見守りや、防犯のための「緊急避難の家」を受け持っ
たり、子どもたちの安全を守ってくれていることを知りまし
た。地域に守られてるなーって、温かい感じがしています。

行政主催のイベントの参加、自主防災組織など

Festival and culture 

Crime and disaster drill Cooperation with city hall

Public Relations

safety and support for 
children and elders

Trafic safety activity

Environment clean-up activity

定年後に町会役員に誘われました。正直めんどくさいと思いましたが、
やってみると地域のことや、自分たちの暮らしに関心がひろがり意外
と面白い！会社以外の知り合いができました。活動は、高齢者の見守
りや、防災訓練、公園清掃、資源ごみ回収など、いろいろあり大変で
すが、自分の予定に合わせ無理のない範囲で参加しています。

一人暮らしです。授業とサークルとバイト、下宿との往復
の毎日だけど、大家さんから誘われて、お祭りに参加して
みた。待合所の手伝いをしたり、お囃子やったり、すっご
く盛り上がっちゃいました。町つながりの知り合いができ
て、もうひとつふるさとができた感じ。自分が期待されて
る、少しオトナになった感じがするし、嬉しいです。

来日時は日本語が話せませんでしたが、市の日本語教室に通
い、ボランティアの方に色々教えてもらい助かりました。町
会って、一戸建ての人が入る会だと思っていましたが、役員
さんに誘われて入会。子どもと文化センターのお祭りやイベ
ントに参加してあいさつしてたら顔見知りのご近所さんが増
えてきて、そのうち役員もやるようになりました。外国から
引っ越してきたら、地域のイベントに参加してほしいです。

Mさん（３８才）
府中市在住5年

4人家族（妻、子ども７才、4才）Mさん夫妻の場合

Tさん（63才）
府中市在住63年
３人家族（母、妻）

Tさん（20才）
秋田県出身　府中市在住2年

一人暮らし

Kさん（48才）   　　　
フィリピン出身
府中市在住24年

３人家族（子ども21才、19才）

町会にはいろう！

回覧板

府中市、府中消防署、府中市消防団合同による
合同水防訓練に参加し、各種水防工法を見学

「避難所の開設・
 運営訓練」
 会場／新町小学校

↑多摩川清掃

←キャラバンのマーク

高齢者宅訪問←ごみ減量・マイバック持参
キャンペーン

回覧板配布、自治会誌発行、勉強会など

パトロール、子どもの登下校見守り、防災訓練

清掃活動、ごみ減量の啓発、緑化推進など

「認知症サポーター
100 万人キャラバン」
養成講座に協力

お祭り、盆踊り、親睦旅行、子ども会、運動会など

合同水防訓練 自主防災組織

勉強会各種広報物各種

市長との懇談会

高齢者の見守り、子育て支援、
募金運動など市に協力

防犯パトロール
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町会・自治会 加入申込み書

お申込日　　　　年　　　月　　　日

フリガナ

お名前

ご住所  〒　　　ー　　　　　

府中市　　　　　 町　　 ｰ　　ｰ　　ｰ

電話番号１

電話番号２

メールアドレス

ご
連
絡
先

（建物名　　　　　　　　　　　　　）

下記に記入し、切り取り
切手を貼って投函してください


