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南府中自治会会則 

(名称および事務所) 

第１条  本会は南府中自治会と称し、事務所を小柳町５―３―９に置く。 

(目的) 

第２条  本会は会員相互の親睦と連帯、地域環境と生活の向上および福祉の

増進を図ることを目的とする。 

(組織) 

第３条  本会は前条の目的に賛同する会員をもって組織する。 

(会員) 

第４条  会員は小柳町５丁目および小柳町６丁目の区域内に住所を有する世

帯主とその家族および事業所（商店などを含む）とする。 

２． 会員は本会が別に定める地区部会に所属するものとする。 

３． 入会を希望する者は自治会宛に届出書を提出する。 

４． 会員はいつでも退会することができる。 

(事業) 

第５条  本会は次の事業を行う。 

(１) 会員の福利共済に関すること。 

(２) 自治会が有する財産の維持管理に関すること。 

(３) 地域の交通、公害および防災、防犯に関すること。 

(４) その他必要な事業。 

(役員) 

第６条  本会に次の役員を置く。 

(１) 会 長     １名 

(２) 副会長     ３名 

(３) 会計部長     １名 

(４) 書記部長    １名 

(５) 地区部長  各１名 

(６) 地区副部長  各１名 

(７) 専門部門の部長 各１名 

(８) 社会福祉部門の部長 各１名 

(９) 会計監事    ２名 

２． 会長、副会長、会計監事（以下「三役」という）の任期は２年とし、

１回に限り再任を認める。 

３． 役員は、兼任を妨げない。ただし会計監事が他の役員を兼任し、ま

た他の役員が会計監事を兼任することはできない。 

４． 会計、書記、地区部長、地区副部長、専門部門の各部長、および社

会福祉部門の各部長の任期は１年とする。青年部長の任期は２年と

し、再任を妨げない。 

５． 任期の計算は就任時の定期総会終了時から任期満了時の定期総会終

了時までとする。任期を満了した役員は、後任者が就任するまでの

間、なおその職務にあたる。 



－2－ 

(役員の選出) 

第６条の２ 会長は、役員選出細則に定める選出方法に基づいて、選出する。 

２． 副会長３名のうち１名を筆頭副会長とし、役員選出細則に定める選

出方法に基づいて選出する。 

残り２名の副会長は、会長が任命し、総会の承認を得る。 

３． 会計監事２名のうち１名を筆頭会計監事とし、役員選出細則に定め

る選出方法に基づいて選出する。 

残り１名の会計監事は、会長が任命し、総会の承認を得る。 

４． 地区部長および地区副部長（以下「地区役員」という）は、地区部

会において互選により定める。 

５． 会計および書記は、地区役員のうちから互選により定める。 

６． 専門部門の部長および社会福祉部門の部長は役員会において互選に

より定める。ただし、福祉部長は会長が任命できる。福祉部部員お

よび文化部部員は地区役員の他に、若干名を一般会員から会長が任

命できる。青年部長および子供会会長、青年部員は一般会員から会

長が任命する。 

７． 第６条の２ 第１項、２項、３項に定める会長、筆頭副会長および筆

頭会計監事は２月中に、会長の任命する役員（副会長２名、会計監

事 1名）およびその他の役員については３月中にそれぞれ選出する。 

(役員の欠員と補充) 

第６条の３ 会長に事故ある時は、筆頭副会長が速やかに会長に就任し、後任

筆頭副会長を指名して会員に告知する。 

２． 副会長および会計監事に欠員が生じた時は、会長が速やかに新役員

を任命し、会員に告知する。 

３． 会計、書記に欠員が生じた時は、地区役員のうちから互選により当

該役員を定める。 

４． 地区役員に欠員が生じた時は、地区部会において互選により当該役

員を定める。 

５． 専門部門の部長および社会福祉部門の部長に欠員が生じた時は当該

部門の部会において互選により役員を定める。ただし、福祉部長は

会長が任命できる。福祉部部員および文化部部員は地区役員の他に、

若干名を一般会員から会長が任命できる。青年部長および子供会会

長、青年部員は一般会員から会長が任命する。 

６． 補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする。 

(役員選出委員会) 

第６条の４ 役員会は、第６条の２に定める当該三役選出のために、役員選出

委員会（以下「選出委員会」という）を設置する。 

２． 選出委員会は、地区役員のうち各１名をもって構成する。 

３． 選出委員会は、当該三役選出に係る選出手続を告示する。 

４． 選出の方法は推薦制（立候補する場合は自薦として推薦数に計算す

る）、１世帯１推薦、会長、副会長 1名、会計監事 1名の３名連記方

式とする。 

５． 推薦の受付は、告示後１０日間とする。 
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６． 選出委員会は、推薦締め切り後１０日以内に当該三役を決定し、公

示する。 

７． 選出委員会は、総会において、当該役員の就任を報告する。 

８． 選出委員会が執り行う選出手続については、別に役員選出細則で定

める。 

(相談役) 

第７条 本会に相談役を置くことができる。 

２． 相談役は、会長が推薦し役員会の承認を得る。 

３． 相談役の任期は３年以内とし、推薦時に定める。再任を認めない。 

(任務) 

第８条 本会の役員等の任務は次のとおりとする。 

(１) 会長は本会を代表し、会務を総理する。役員会においては議長  

として会議を主宰する。 

(２) 副会長は担当制とし、総務部門、専門部門、社会福祉部門の３分

野を専門的に担当して、自治会業務の円滑な推進を図る。 

(３) 会計部は会計事務を処理し、金銭の出納を行う。 

(４) 書記部は会務を処理し、会議録を作成する。 

(５) 会長、副会長、会計部、書記部で事務局を構成し、日常業務の遂

行と会報の発行にあたる。 

(６) 地区部長は地区部会の会務を処理し、部長に事故ある時は副部長

が代理する。 

(７) 専門部会の部長は部会の会務を統括し、部長に事故ある時は部員

が代理する。 

(８) 会計監事は、会計処理と予算執行状況を随時監査し、これを役員

会に報告し、また年１回、文書をもって総会に報告する。ただし

役員会では議決権をもたない。 

(９) 相談役は、会務に参与することができる。 

(機関) 

第９条 本会に次の機関を置く。 

(１) 総会 

(２) 役員会 

(３) 地区部会 

(４) 専門部会 

(５) 防災委員会 

２． 総会は、本会の最高議決機関であって定期総会を毎年５月末までに

会長が招集する。なお、役員が必要と認めた時、または会員の３分

の１が要求した時、臨時総会を開くことができる。 

３． 役員会は、会長、副会長、会計部員、書記部員、地区部長、地区副

部長、会館管理部員、環境・防犯部員、青年部員、福祉部員、文化

部員、会計監事で構成し、会長が随時召集する。必要がある時は、

相談役を会議に参加させることができる。 

４． 総会の招集および通知は、開催の５日前までに行わなければならな
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い。 

５． 地区部会の区画は、地区の実情に応じて役員会で決める。 

６． 専門部会は総務部門、専門部門、社会福祉部門に所属し、各部は次

のとおりとする。 

(１) 書記部（書記業務、総務部門） 

(２) 会計部（会計業務、総務部門） 

(３) 会館管理部（会館管理、専門部門） 

(４) 環境・防犯部（防災・防犯、生活環境、専門部門） 

(５) 福祉部（福祉活動、社会福祉部門） 

(６) 文化部（文化活動、社会福祉部門） 

(７) 青年部（１８歳から４９歳の会員、専門部門） 

(８) 子供会（子供の支援活動、社会福祉部門） 

７． 地区役員は、第６項の（１）、（２）、（３）、（４）、（５）、（６）に揚

げるいずれかの専門部会に所属するものとする。 

８． 紅柳クラブ会長は福祉部、子供会会長は文化部に所属するものとす

る。 

９． 会員は、第６項に掲げる専門部会に任意に加入することができる。 

(特別委員会） 

第９条の２ 前条第１項に定める機関のほか、特別行事の開催、当面する重要

問題等を処理するに当たっては、役員会は特別委員会を設置するこ

とができる。定例的な特別委員会には、夏祭企画委員会、夏祭実行

委員会がある。 

２． 前項の委員会の構成員、職務などは、役員会が定める。 

３． 当該委員会は、任務を終了した時は、その結果を役員会に報告する。 

(会議) 

第１０条 本会の会議は、総会については委任状を含み３分の１以上、その他

の会議については会議構成員の半数以上の出席がなければ、開催す

ることができない。 

２． 会議の議事は、議長を除く出席者の過半数でこれを決し、可否同数

の時は、議長が決する。 

３． 総会の議長は、出席会員のうちから選出する。役員会の議長は会長

があたる。地区部会及び専門部会の議長は部長があたる。 

４． 役員は、地区、専門部会に出席し発言することができる。 

(総会付議事項) 

第１１条 次の事項は、総会に付議しなければならない。 

(１) 予算および決算に関すること。 

(２) 事業計画に関すること。 

(３) 財産の処分に関すること。 

(４) 会長、副会長および会計監事の選出に関すること。 

(５) 会則の改正および廃止に関すること。 

(６) 役員会で必要と認めた事項。 

２． 前項（５）の会則の改正および廃止については、総会において出席
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者（委任状を含む）の３分の２以上の議決を要する。 

(会計) 

第１２条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもって

あてる。 

２． 会費は一世帯あたり月額１００円とする。ただし必要と認めた時は、

役員会の承認により臨時に徴収することができる。 

３． 会費の徴収は原則として年２回とする。 

(帳簿等の備え付け) 

第１３条 本会に会員名簿、金銭出納帳、財産台帳及び会議録を備える。 

２． 会員は、役員会に申し出て前項に規定する帳簿等を閲覧することが

できる。 

(会計年度) 

第１４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもっ

て終る。 

(除名) 

第１５条 本会は、会員が本会の目的に反した時、または、長期にわたって会

費を納入しない時は、役員会の決定により、当該会員を除名する。 

(委任) 

第１６条 この会則で定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役

員会で定める。 

付則 

１． この会則は、昭和４９年３月２４日から実施する。 

２． この会則が実施される以前になした本会の設立準備委員会及び建設委

員会の運営および決定事項ならびに経費の負担は、本会がなしたもの

として処理する。 

３． この会則は、昭和５１年３月２８日から施行する。 

４． 会館使用については、「自治会館使用規則」による。 

(１)  自治会館使用規則の改正廃止は役員会に於いて決定する。 

５． この会則は、昭和５２年３月２８日から施行する。 

(１)  この改正による５２年度総会は実施しない。 

６． 会員の弔事に関して、次の弔慰金をおくる。 

(１)  世帯主及び配偶者死亡の場合  ５０００円 

(２)  同居の親族死亡の場合  ３０００円 

７． 南府中自治会防災対策委員会規程並びに編成については、別にこれを

定める。 

８． この会則は、昭和５３年４月９日から実施する。 

９． この会則は、昭和５７年４月４日から実施する。 

１０． この会則は、昭和５８年４月１０日から実施する。 

１１． この会則は、昭和６０年４月１５日から実施する。 

１２． この会則は、昭和６２年４月１１日から実施する。 

１３． この会則は、平成５年４月１１日から実施する。 

１４． この会則は、平成７年４月１６日から実施する。 
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１５． この会則は、平成８年４月１４日から実施する。 

１６． この会則は、平成１４年４月１４日から実施する。 

１７． この会則は、平成１５年４月１３日から実施する。 

１８． この会則は、平成１７年４月１７日から実施する。 

１９． この会則は、南府中自治会発足３０周年を機に、旧会則を全面的に見

直したものであり、三役の選出方法（細則を含む）などを新たに決め

た。 

平成１７年１２月１１日から実施する。 

２０． 会則の一部を次のように改正する。 

(１)  第９条第１項（４）に、次を加える。（５）防災委員会 

(２)  第９条第６項（４）防犯防災部を防犯部とする。 

この会則は平成１８年４月１６日から実施する。 

２１． この会則は平成２７年４月２６日から実施する。 

２２． この会則は平成２８年４月２５日から実施する。 

２３． この会則は平成３１年５月 1日から実施する。 

２４． この会則は令和２年５月 1日から実施する。 
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◎別表１ 自治会執行体制の組織図（2019 年５月現在） 
 

 


