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牛 久 保 東 町 内 会 規 約

制 定 昭和 46 年 4 月 1 日
最近改正 平成 29 年 4 月 17 日

第１章 総 則

（会の名称）

第１条 会の名称を牛久保東町内会（以下本会という）と称する。

（会員）

第２条 本会の会員は、牛久保東１丁目から３丁目に居住する世帯主（独身及び単身者を含

む）及び会社事務所・店舗等を有する者（賛助会員という）とする。

（退会）

第３条 本会の区域外に転出する者は退会することが出来る。

２ 会費は居住した月まで納入しなければならない。

（事務所）

第４条 本会の事務所は町内会長宅に置く。

第２章 目 的

（目的）

第５条 本会は、町内の発展と会員相互の親睦及び地域社会に貢献することを目的とする。

第３章 事 業

（事業）

第６条 本会は次の事業を行う。

(1) 防火・防犯思想の普及とその施設の整備に関する事項。
(2) 衛生及び環境美化に関する事項。
(3) 共同施設及び財産の維持管理に関する事項。
(4) 文化・体育活動に関する事項。
(5) 行政機関、地域社会及び他団体に対する協力に関する事項。
(6) 各部活動に対する支援及び補助。
(7) その他本会の目的達成に必要とする事項。

第４章 会 費

（会費）

第７条 会員は、次により会費を納入するものとする。

(1) 会員の会費は、月額３００円とする。ただし、町内会長が会費の納入が困難と認めた

場合は、これを免除することができる。

(2) 賛助会員の会費は年額６ , ０００円以上とし一括（５月）納入とする。
(3) 会費は年２回６か月分づつを５月及び１０月に集金する。ただし、１年分納入を希望

する場合は集金することができる。

（会費の変更）

第８条 会費の変更は総会の議決により行う。
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第５章 役 員

（役員）

第９条 本会に次の役員を置く。

(1) 町内会長 １名

(2) 町内副会長 若干名

(3) 会計 ２名

(4) 会計監査 ２名

(5) 専門部の部長及び副部長（子供会・年輪会は会長及び副会長と読み替える。）
(6) 行政から委嘱された委員、推進員、指導員
(7) 家庭防災員の代表
（役員の任務）

第１０条 町内会長は、本会を代表し会務を統括する。

(2) 町内副会長は町内会長を補佐し、町内会長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 部長は部の業務・運営を掌る。副部長は部長を補佐し、または代行する。
(4) 会計は、本会の収入・支出を掌る。
(5) 会計監査は本会の会計を監査する。
（役員の選出）

第１１条 役員は役員選考委員会を設けて選出し、総会の承認を得る。

２ 選考委員は役員及び組長から選出する。

（役員の任期）

第１２条 役員の任期は２年とする。但し再選は妨げない。

(2) 役員任期の開始は４月１日とする。

(3) 欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の残り期間とする。

(4) 退任する役員は、後任役員が選出されるまで業務を行うものとする。

(5) 行政からの委嘱委員の改選期及び任期は行政の定めによる。

（顧問・相談役）

第１３条 本会には、顧問、相談役を置くことが出来る。

第６章 組 織

（組）

第１４条 本会には地域を適宜区割りし、おおむね１０～２０世帯をブロックとする組を置

く。

(2) マンションは１棟を１つの組とする。（世帯数が１５を超えるマンションの場合は複

数組とすることができる）

(3) 区割り区域の世帯数が増減した場合は、組数を変更することができる。

(4) 区割り及び組数の変更は、組長会議の議決による。

（専門部と町の防災組織及びその任務）

第１５条 本会に、第５条の目的達成のために次の各部を置く。ただし、必要あると認めた

ときは、部の設置又は廃止をすることができる。

(1) 総務部

本会の運営に関する計画、実行、連絡、各種会議の開催、行政機関との連絡、及びそ

の他の部に属さない事項等の統括。

(2) 広報部

県・市等各行政機関からの配布物の配布、掲示物の掲示及び町内会活動の広報。
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(3) 文化部

盆踊り・祭礼等の文化行事及び他地区との交流等の諸行事。

(4) 体育部

町内レクリエーション及び体育事業等の振興に関する諸活動。

(5) 女性部

生活・文化の向上、地域内ボランティア、コミュニティー運動等の諸活動。

(6) 道路交通部

交通安全、交通事故防止及び指導・啓発。

(7) 防犯防火部

防犯パトロールの統括、初期消火箱の維持管理及び火災予防思想の普及啓発。

(8) 子供会

文化事業及び体育事業への参加、各種レクリエション活動の実施。

(9) 年輪会

会員相互の親睦、健康と福祉の増進。

(10) 環境美化部
町内会区域内の公園と牛久保東ハマロード・サポーターが指定する道路の清掃活動及

び街の美化活動。

(町の防災組織 )
第 15 条の 2 本会に大規模地震等への備えと減災対策を推進するため｢町の防災組織｣を置

く。

なお、町の防災組織の規約及び防災計画については別に定める。

第７章 組 長

（組長）

第１６条 本会の組に組長を置く。

２ 組長は、会員の互選により選出し、２乃至３組に１名の代表組長を置く。

３ 組長の任期は原則として２年とする。但し会員の総意によるときは１年とすることがで

きる。

（組長の任務）

第１７条 代表組長は、組長会議及び総会に出席し、議案を審議するとともに担当組長を総

括する。

２ 組長は、組内の連絡、配布物の配布、会費の集金その他必要とする事項。

３ 町内会各行事への協力。

４ 必要あるとき代表組長は役員会に出席することができる。

第８章 会 議

（各種会議）

第１８条 本会に次の会議を置く。

(1) 総会
(2) 組長会議
(3) 役員会議
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（総会）

第１９条 総会は本会の最高議決機関とする。役員及び新旧代表組長で構成し、毎年４月に

町内会長が召集する。但し、構成員の３分の１以上の要求があった場合は、臨時に開催し

なければならない。また、町内会長が必要と認めた場合は召集することができる。

２ 総会の議長、副議長は構成員の中から選出する。

（総会の議決事項）

第２０条 次の事項は総会で議決しなければならない。

(1) 事業計画に関する事項。
(2) 予算と決算に関する事項。
(3) 規約に関する事項。
(4) その他重要な事項。
（組長会議）

第２１条 組長会議は総会に次ぐ議決機関とし、代表組長と役員で構成する。

原則として毎月１回町内会長が召集し、必要事項を審議議決する。

（役員会議）

第２２条 役員で構成し、総会及び組長会議の議決事項を執行するとともに、緊急事項を処

理する。

（会議の成立と議決）

第２３条 会議は構成人数の過半数をもって成立する。

２ 議事は出席人員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

第９章 会計及び会計監査

（会計）

第２４条 本会の経費は会費及び他の収入をもって当てる。

２ 会計は一般会計、会館会計及び特別会計とし、それぞれの会計の運営方法は別に定める。

（資産の管理）

第２５条 資産（備品）の管理及び処分は、組長会議の議決を経て、町内会長が行う。

（会計年度）

第２６条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（会計監査）

第２７条 会計監査は、本会会計を監査し総会に報告する。また、必要と認められるときは

臨時に監査することができる。

第１０章 慶弔等

（慶弔・見舞金・表彰）

第２８条 慶弔・見舞金・表彰については別に定める。

附 則

（規約の改正）

第２９条 この規約の改正は総会の議決による。

（実施期日）

第３０条 この規約は昭和４６年４月１日から実施する。

昭和５２年５月２９日一部改正
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昭和６０年４月２９日一部改正

平成４年４月２６日一部改正

第２条：会員の範囲、第７条：会員の資格、第２６条：会費

平成５年４月２５日一部改正

第１６条：専門部、第２４条：会議の成立と議決

平成６年４月２９日一部改正

第１５条：組

平成７年４月３０日一部改正

第１５条：組

平成８年４月２８日 改正

平成９年４月２９日一部改正

第９条：役員

第１２条：役員の任期

平成１０年４月２５日一部改正

第１６条：組長 第１７条：組長の任務

第１９条：総会 第２１条：組長会議

平成１２年４月２３日一部改正

第２４条：会 計

平成１４年４月２１日一部改正

第２４条：会 計

平成１５年４月２０日一部改正

第９条：役 員

平成１７年４月２４日一部改正

第９条：役員

平成１７年４月２４日一部改正

第１５条：組織

平成２０年４月２７日一部改正

第９条：役員、第２８条：慶弔等

平成２３年４月２４日一部改正

第７条：会費、第９条：役員、第１５条：専門部とその任務

平成２５年５月１日一部改正

第 15 条：専門部と町の防災組織及びその任務、第 15 条の 2：町の防災組織
平成２９年４月１７日一部改正

第９条：役員


