
碑⽂⾕６丁⽬⾃治会 ２０２２年度総会 次第 

⽇時 ２０２２（令和４）年 6 ⽉２２⽇（⽔）午後７時 
場所 鷹番住区センター第３第４会議室 

司会 折⽥清⼀ 
１． 開会挨拶 会⻑・池⽥信 

２． 議⻑選任 

３． 議案 
(1) 第 1 号議案 ２０２１年度後半期活動報告及び決算 資料 p.4 

① 活動報告：副会⻑・⼭下美由紀
② 決算報告：財務委員・福井恒明

(2) 第２号議案 ２０２１年度監査報告
会計監査・横⼭誠

(3) 第３号議案：２０２２年度活動計画及び予算 資料 p.6 
① 活動計画案：副会⻑・⾼松真美
② 予算案  ：財務委員・福井恒明 

(4) 第４号議案：会則改定の提案 資料 p.9 
副会⻑・⼭下美由紀 財務委員・福井恒明

(5) 第 5 号議案：⼀部役員退任
会⻑・池⽥信

４． 報告事項 
(1) 各委員の活動について

総務委員・島⽥惠⼦  防災委員・河⼝安栄  環境委員・古⽥芙⾃枝 
⻘年部委員・折⽥清⼀ 広報委員・⾼松真美

(2) その他

５． 閉会挨拶 副会⻑・島⽥惠⼦ 

総会閉会後、世話⼈の⽅々の任務説明をいたします（資料 p.22）。 
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2022 年度総会資料 第 1 号議案 資料① 

2021 年度後半期活動報告 

碑⽂⾕６丁⽬⾃治会の会則第⼆条に則り活動いたしました事項をご報告いたします。 
活動種類 時期 活動名 内容 

通常活動 

随時 掲⽰板展⽰作業 
区域内７カ所の掲⽰板に区、住区、⾃治会の広報
事項を掲載しております。 

随時 防犯灯管理 
区域内の私道に設置された防犯灯の電球を管理
しています。 

原則 
⽉ 1 回 

会報発⾏ 
回覧掲⽰ 

⾃治会の活動、防犯、防災などの情報を収集、編
集し、回覧、掲⽰をしています。 

10 ⽉ 会費集⾦事務 
⾃治会運営、対外活動、外部団体寄付などの資
⾦として2021年度は２分の１の９００円を集⾦
させていただきました。 

12 ⽉ 
⾚い⽻根・ 

歳末助け合いの 
寄付活動 

資源回収の報奨⾦と会費で賄っています。 

12 ⽉ 
歳末防災 

パトロール 

賛同いただいた会員の⽅、消⽕隊員、役員が区域
内を巡回し、⽕災予防と犯罪予防を呼びかけ警戒
いたしました。 

お祝い 
1 ⽉ 成⼈のお祝い お祝いの気持ちを印刷したクオカードを製作し、

該当する会員のかたがたお届けました。今後、お
祝いはこの⽅式で実⾏いたします。 3 ⽉ ⼩学校新 1 年⽣ 

関連団体
補助 

4 ⽉ 消⽕隊 碑⽂⾕６丁⽬消⽕隊の活動を補助するために補
助⾦を交付しました。 

会外団体
サポート

随時 参加 

碑⽂⾕交通安全協会・碑⽂⾕防犯協会  
⽬⿊区社会福祉協議会・⽬⿊区防⽕防犯協会 
⽬⿊区町会連合会・⽬⿊消防団第七分団 
⽬⿊区保護観察協会・碑⽂⾕公園くらぶ 
鷹番住区住⺠会議・鷹番⼩学校の各種⾏事 
学芸⼤学駅周辺地区懇談会 

活動協⼒
者推薦 随時 推薦 

⺠⽣児童委員 
⽇本⾚⼗字奉仕員
明るい選挙推進委員 選挙管理者、⽴会⼈ 

臨時活動 
1 ⽉ ⽕災お⾒舞い 全焼⽕災所帯へのお⾒舞い 

10 ⽉ 会則⼀部改正 ⻘年部・清掃協⼒会など 
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2022 年度総会資料 第３号議案 資料① 

2022 年度活動計画案 
活動種類 時期 活動名 内容 

通常活動 

4 ⽉ ⼊学お祝い 
今年⼩学校に⼊学される新１年⽣に会から⼼ばか
りのお祝いをお届けします。 

6 ⽉ 
総会 

本会の運営に関わる決算、予算、活動報告、活動予
定の承認および新世話⼈の活動説明その他につい
て話し合いをします。 

⾃治会費事務 
本会活動の重要な資⾦、会費の納⼊をお願いしま
す。 

7 ⽉ 
ラジオ体操
スイカ割り

コロナの影響によりますが、碑⽂⾕町会と合同で実
施いたします。

10 ⽉ 世話⼈懇談会 ⽇頃お世話いただいている世話⼈の⽅々と役員   
との懇談会を実施します。 

12 ⽉ 歳末防災 
パトロール 

可能であれば歳末だけでなく、随時⾏っていきたい
活動です。 

1 ⽉ ⽕祭り ⻘年部、消⽕隊が運営に加わります。 
4 ⽉ 
8 ⽉ 

12 ⽉ 
清掃協⼒会 

町内の環境維持・清掃協⼒活動を⾏います。 

原則 
毎⽉ 

役員会 各役員が集合し、地域の環境向上のため、様々なこ
とに関して討議し運営します。 

会報発⾏ 
回覧掲⽰ 

⾃治会の活動、防犯、防災などの情報を編集し、回
覧、掲⽰しています。 

随時 掲⽰板貼付作業 ポスターなどを掲⽰板に貼付しています。 

随時 
インターネット

広報 
碑⽂⾕６丁⽬⾃治会ホームページに会報や⾏事の
情報を掲載しています。 

随時 防犯灯管理 
区域内の私道に設置された防犯灯の電球を管理し
ています。 

随時 
会⻑・副会⻑ 

会議 
時間の短い役員会を円滑に進めるために実施。 

募⾦寄付
活動 

5 ⽉ ⾚⼗字 資源収集報奨⾦と、会員の皆さまから集めた運営費
で各募⾦取扱組織に寄付。 10 ⽉ ⾚い⽻根 

12 ⽉ 歳末助け合い 

お祝い 
1 ⽉ 成⼈のお祝い お祝いの⼼を込めた⾃治会名⼊りのクオカードを

製作しました。 3⽉ ⼩学校新 1 年⽣ 
9⽉ 敬⽼祝い 
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関連団体
補助 4 ⽉ 消⽕隊 

碑⽂⾕６丁⽬消⽕隊の活動を補助するために補助
⾦を交付しています。 

会員親睦
のための
⽂化的活

動 

随時 
外部講師 
内部講師 

会員の皆様に企画をお寄せいただき、役員会で検討
し採⽤された案を実⾏予定です 

会外団体
サポート

随時 参加と 
賛助会費納⼊ 

碑⽂⾕交通安全協会・碑⽂⾕防犯協会  
⽬⿊区社会福祉協議会・⽬⿊区防⽕防犯協会 
⽬⿊区町会連合会・⽬⿊消防団第七分団 
⽬⿊区保護観察協会・碑⽂⾕公園くらぶ 
鷹番住区住⺠会議 

その他の
活動 随時 

他団体の会議、
キャンペーンへ

の参加 

学芸⼤学駅周辺地域懇談会・区⻑とのまちづくり懇
談会・防犯キャンペーン・防⽕キャンペーン 
路上喫煙防⽌キャンペーン・救命技能訓練 
ひったくり、特殊詐欺、防⽌キャンペーン 
鷹番⼩、中央中学校の各種⾏事 
コロナの状況により有無

活動協⼒
者推薦 随時 協⼒者推薦 

⺠⽣児童委員・⽇本⾚⼗字奉仕員・
明るい選挙推進委員 選挙管理者、⽴会⼈ 

臨時活動 随時 その他、役員会で必要と決定した事項 
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2022年度 碑⽂⾕６丁⽬⾃治会 予算案

⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額

1 【収⼊】
2 ⾃治会費 1,173,600 65.9% 587,700 62.2% 585,900 2021年度徴収額は半年分，429世帯 27棟想定
3 ⽬⿊区事務委託費 240,280 13.5% 0 0.0% 240,280 2022年4⽉実績
4 私道防犯灯補助⾦ 50,000 2.8% 49,300 5.2% 700
5 分別資源回収報奨⾦ 300,000 16.8% 291,360 30.8% 8,640
6 寄付⾦・募⾦交付⾦ 18,000 1.0% 16,930 1.8% 1,070
7 利息 0 0.0% 59 0.0% ▲ 59
8 （１）収⼊合計 1,781,880 100.0% 945,349 100.0% 836,531

9 【⽀出】

10 全体活動費 210,000 13.4% 201,809 18.4% 8,191

総会30,000円，合同活動費180,000円（ラジオ体操
70,000円，歳末防災パトロール50,000円，清掃活動
30,000円，教養 親睦活動30,000円），会員お祝い
（⼊学 敬⽼ 成⼈）は2021年度作成QUOカードで対
応

11 各部活動補助⾦ 120,000 7.7% 120,000 10.9% 0 ⻘年部60,000円，消⽕隊60,000円

12 寄付⾦・募⾦ 310,000 19.8% 279,000 25.4% 31,000 サクラ基⾦10,000円，⽇本⾚⼗字100,000円，⾚い⽻根共同募⾦80,000円，歳末助け合い120,000円

13 地域関連団体会費・分担⾦ 133,800 8.6% 73,800 6.7% 60,000

交通安全協会3,000円，碑⽂⾕公園くらぶ5,000円，
防犯協会9,000円，社会福祉協議会17,200円，防
⽕防災協会10,000円，保護観察協会20,000円，町
会連合会9,600円，祭礼関係55,000円，第７消防
分団5,000円

14 住区共催⾏事費 90,000 5.8% 0 0.0% 90,000 盆踊り30,000円→中⽌，住区祭り25,000円，住区合同新年会 忘年会65,000円

15 施設費 60,000 3.8% 40,035 3.6% 19,965 防犯灯電気料⾦40,000円，防犯灯修理費20,000円

16 事務費 92,000 5.9% 28,906 2.6% 63,094 コピー 事務⽤品50,000円，会議費 役員勧誘費20,000円，ウェブサーバー使⽤料22,000円

17 役員・世話⼈等⼿当 459,000 29.4% 334,000 - 125,000
役員12名計282,000円，世話⼈39名計117,000
円，環境協⼒員30,000円，⾃治会サポーター30,000
円

18 渉外費 39,000 2.5% 0 0.0% 39,000

交通安全協会懇談会5,000円，防犯協会総会5,000
円，⾚⼗字⾒学会3,000円，防犯協会忘年会5,000
円，町会連合会新年会5,000円，第７消防分団新年
会5,000円，⽬⿊区新年の集い5,000円，共同募⾦
⾒学会6,000円

19 国勢調査費 0 0.0% 0 0.0% 0 次回は2025年
20 予備費 50,000 3.2% 20,000 1.8% 30,000
21 （２）⽀出合計 1,563,800 100.0% 1,097,550 100.0% 466,250

22 （３）当期収⽀（１）ー（２） 218,080 ▲ 152,201 370,281

23 期⾸現預⾦ 7,208,063 7,390,264 ▲ 182,201
24 期末現預⾦ 7,426,143 7,208,063 218,080

科⽬
①2022年度予算案 ②2021年度決算 増減①ー②

内訳・備考

2022年度総会資料 第3号議案 資料②
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2022 年度総会資料 第４号議案 

会則改定の提案 

趣旨 
会則については、平成 14 年 4 ⽉ 16 ⽇施⾏、平成 22 年 4 ⽉ 1 ⽇改訂、令和 3 年 10

⽉ 1 ⽇改訂を経て、現在に⾄っています。 
しかし、この間、⼤幅な改定は⾏われず、社会の変化などにより、会則が現状から乖

離してきている点が出て来ておりますので、現状に適合させることを考慮して是正しま
す。また、より厳密に規定する部分と、会員の皆さんの活発な活動を促進できるように
幅を持たせる⾒直しをします。これによって本会が更に発展していくような会則となる
ことを⽬的とします。 

また、上記のような理由で、この機会に、より分かりやすい会則にするため、全⾯的
に構成を改変いたしました。 
参考に、変更前と変更後の対⽐⽂を提⽰いたします。 

主な改定点 
① 役員体制をより実情に合わせます。
② 構成や字句を更に分かりやすく変更します。
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碑⽂⾕６丁⽬⾃治会会則（案） 

第１章 総則 
（名称および事務所） 
第 1 条 本会は碑⽂⾕６丁⽬⾃治会（以下「本会」という。）と称し、事務所を会⻑宅に置く。 
（区域） 
第 2 条 本会の区域は、東京都⽬⿊区碑⽂⾕６丁⽬の区域とする。 
（会員） 
第 3 条 本会の会員は、正会員と賛助会員をもって構成する。 

２ 正会員は第２条に定める区域に住所を有する世帯とする。 
３ 賛助会員は第２条に定める区域に勤務する者または世帯とする。 

（⼊会と退会） 
第４条 本会へ⼊会及び退会しようとする者は、会⻑に届け出るものとする。 

２ 本会へ⼊会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。 
３ 会員が次の各号の⼀に該当する場合には退会したものとする。 
（１）第２条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
（２）本⼈より第４条第１項に定める退会の届け出があった場合

（⽬的） 
第５条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、

住みよい地域社会の形成に資することを⽬的とする。 
（事業） 
第６条 本会は、第５条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。 

（１）会員相互の親睦に関すること
（２）清掃、美化等の環境整備に関すること
（３）防災、防⽕、防犯、交通安全に関すること
（４）本会の区域及び地域社会の福祉に関すること
（５）会員相互の連絡、地域の広報に関すること
（６）私道防犯灯、⽕の番⼩屋の維持管理に関すること
（７）その他⽬的の達成に必要な事業

第２章 役員 
（役員の種別） 
第７条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会⻑ １名 
（２）副会⻑ ３名以内 
（３）会計 １名 
（４）委員 ６名以内 
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（５）会計監査 ２名
（役員の選任） 
第８条 役員は、総会において、会員の中から選任する。 

２ 会計監査は、会⻑、副会⻑、会計及びその他の委員と兼ねることはできない。 
３ 役員の選任⽅法は別に定める。 

（役員の職務） 
第９条 役員は、次の職務を⾏う。 

（１） 会⻑は、本会を代表し、会務を総括する。
（２） 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職

務を代理する。
（３） 会計は、本会の会計事務を処理する。
（４） 委員は、会務を分担する。
（５） 会計監査は、本会の会計事務について監査を⾏い、毎年定期総会に報告する。会計

事務について不整の事実を発⾒したときは、総会に報告することとし、報告のため
に必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

（役員の任期） 
第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補⽋により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（役員の解任）  
第１１条 役員が、規約に違反したとき⼜は本会の名誉を傷つける⾏為をしたときは、総会の議決によ

り解任することができる。 

第 3 章 総会 
（総会の構成） 
第１２条 総会は、全会員をもって構成する。 
（総会の種別） 
第１３条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年１回開催する。 
３ 臨時総会は、会⻑が必要と認めたとき、役員（会計監査を除く）の過半数から会議の⽬
的たる事項を⽰して請求があったとき、及び第９条第１項第５号の規定により会計監査から
請求があったときに開催する。 

（総会の招集） 
第１４条 総会は、会⻑が招集する。 

２ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の⽬的、内容、⽇時及び場所を⽰して、会議
の 21⽇前までに通知しなければならない。 

（総会の審議事項） 
第１５条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１）事業計画及び事業報告に関する事項

11



（２）予算及び決算に関する事項
（３）役員の選任及び解任に関する事項
（４）規約の変更に関する事項
（５）本会の解散
（６）その他の重要事項

（総会の議⻑） 
第１６条 総会の議⻑は会⻑とする。 
（総会の議決） 
第１７条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するとこ

ろによる。 
（総会の表決権） 
第１８条 会員は、各々1票の表決権を有する。 
（書⾯による総会開催） 
第１９条 やむを得ない理由のために総会を開催できない場合には、書⾯により開催することができ

る。 
２ 書⾯による総会の議決は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもって表決する。 

（総会の議事録） 
第２０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）会員の現在数及び出席者数（委任状及び書⾯表決書を提出した会員を含む）
（３）開催⽬的、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
２ 議事録には、議⻑及びその総会において選任された議事録署名⼈２名以上の署名をしな
ければならない。 

第４章 役員会 
（役員会の構成） 
第２１条 役員会は、役員（会計監査を除く）をもって構成する。 
（役員会の招集） 
第２２条 役員会は、会⻑が招集する。 

２ 役員会は、原則として⽉１回または会⻑が必要と認めたときに招集する。 
（役員会の審議事項） 
第２３条 役員会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１）総会に付議すべき事項
（２）総会において議決された事項の執⾏に関する事項
（３）その他総会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項

（役員会の議⻑） 
第２４条 役員会の議⻑は会⻑とする。 
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（役員会の定⾜数） 
第２５条 役員会は、全役員（会計監査を除く）の２分の１以上の出席がなければ開くことができな

い。 
（役員会の議決） 
第２６条 役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決すると

ころによる。 
（役員会の議事録） 
第２７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）出席者
（３）審議事項および議決事項
（４）議事の経過の概要及びその結果

第５章 会員組織 
（部・組の設置） 
第２８条 本会の区域を原則として次の表により部に区分する。 

部 住所 
⼀部 碑⽂⾕６丁⽬１番 
⼆部 碑⽂⾕６丁⽬２番，３番 
三部 碑⽂⾕６丁⽬４番，５番 
四部 碑⽂⾕６丁⽬６番，７番 
五部 碑⽂⾕６丁⽬８番，９番のうち碑⽂⾕公園の東側 
六部 碑⽂⾕６丁⽬９番のうち碑⽂⾕公園の⻄側，10番，11 番 
七部 碑⽂⾕６丁⽬ 13 番，14番 

２ 各部は組に区分する。組は 10世帯または集合住宅１棟を⽬安として構成する。 
（世話⼈） 
第２９条 組に１名の世話⼈をおく。 

２ 集合住宅１棟で組を構成する場合は、世話⼈を置かず、当該集合住宅の所有者または管
理者をもって世話⼈に替えることができる。 

（世話⼈の役割） 
第３０条 世話⼈は組を構成する会員の連絡調整ならびに会費の収集にあたる。 
（世話⼈の任期） 
第３１条 世話⼈の任期は１年とする。 

２ 補⽋により選任された世話⼈の任期は、前任者の残任期間とする。 

第６章 ⾃治会協⼒員及び環境協⼒員 
（⾃治会協⼒員及び環境協⼒員） 
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第３２条 本会の⽬的を達成するために、⾃治会協⼒員及び環境協⼒員をおくことができる。 
（⾃治会協⼒員及び環境協⼒員の選任） 
第３３条 ⾃治会協⼒員及び環境協⼒員を選任する際には、役員会で承認し、総会に報告する。 

第７章 会計 
（経費） 
第３４条 本会の経費は、会費その他の収⼊をもってあてる。 
（会費） 
第３５条 本会の会費は、１世帯あたり年額 1,800 円とする。 

２ 会員に特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。 
（会計年度） 
第３６条 本会の会計年度は毎年 4 ⽉ 1⽇に始まり、翌年 3⽉ 31⽇に終わる。 

第８章 雑則 
（役員・世話⼈・⾃治会協⼒員・環境協⼒員⼿当） 
第３７条 役員、世話⼈、⾃治会協⼒員、環境協⼒員には、任務に応じて⼿当を⽀給する。⽀給⾦額等

については別に定める。 
（委任） 
第３８条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会または役員会の議決を経て、別に会⻑が定

める。 

附則 
この会則は、2022 年●⽉●⽇から施⾏する。碑⽂⾕６丁⽬⾃治会会則（平成 14年 4 ⽉ 16 ⽇施⾏、平
成 22 年 4 ⽉ 1⽇改訂、令和３年 10 ⽉ 1⽇改訂）は廃⽌する。 
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碑⽂⾕６丁⽬⾃治会会則（案）と現⾏会則の対応 

新会則案 現⾏会則該当条⽂ 
第１章 総則 
（名称および事務所） 
第 1 条 本会は碑⽂⾕６丁⽬⾃治会（以下「本会」
という。）と称し、事務所を会⻑宅に置く。 

第１条 名称と事務所 
本会は、碑⽂⾕６丁⽬⾃治会と称し、事務所を
会⻑宅に置く。 

（区域） 
第 2 条 本会の区域は、東京都⽬⿊区碑⽂⾕６丁⽬
の区域とする。 

第 3 条 会員と会費 
(1) 本会は、碑⽂⾕６丁⽬に居住するか、その
勤務先が当地にある者で構成する。 

（会員） 
第 3 条 本会の会員は、正会員と賛助会員をもって
構成する。 

該当なし 

２ 正会員は第２条に定める区域に住所を有する世
帯とする。 

第 3 条 会員と会費 
(1) 本会は、碑⽂⾕６丁⽬に居住するか、その
勤務先が当地にある者で構成する。 ３ 賛助会員は第２条に定める区域に勤務する者ま

たは世帯とする。 
（⼊会と退会） 
第４条 本会へ⼊会及び退会しようとする者は、会
⻑に届け出るものとする。 

該当なし 

２ 本会へ⼊会の届け出があったときは、正当な理
由なくこれを拒んではならない。 

該当なし 

３ 会員が次の各号の⼀に該当する場合には退会し
たものとする。 
（１）第２条に定める区域内に住所を有しなくなっ
た場合 
（２）本⼈より第４条第１項に定める退会の届け出
があった場合 

該当なし 

（⽬的） 
第５条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を
図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住
みよい地域社会の形成に資することを⽬的とする。

第 2 条 ⽬的と事業 
(1) 本会の⽬的は、会員の地域内外での活動、
親睦を通じて、住みよい町づくりを図ることに
ある。 
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（事業） 
第６条 本会は、第５条の⽬的を達成するため、次
の事業を⾏う。 
（１）会員相互の親睦に関すること
（２）清掃、美化等の環境整備に関すること
（３）防災、防⽕、防犯、交通安全に関すること
（４）本会の区域及び地域社会の福祉に関すること
（５）会員相互の連絡、地域の広報に関すること
（６）私道防犯灯、⽕の番⼩屋の維持管理に関する
こと 
（７）その他⽬的の達成に必要な事業

第 2 条 ⽬的と事業 
(2)上記の⽬的を実現するため、次の事業を⾏
う。 

①会員相互の親睦⾏事
②情報の収集と伝達
③私道防犯灯、⽕の番⼩屋の維持管理
④地域の環境整備
⑤防災、防⽕、防犯活動
⑥募⾦活動
⑦⾏政、各種団体との共同作業
⑧その他、⽬的に必要な事業

第２章 役員 
（役員の種別） 
第７条 本会に、次の役員を置く。 
（１）会⻑ １名 
（２）副会⻑ ３名以内 
（３）会計 １名 
（４）委員 ６名以内 
（５）会計監査 ２名 

第 4 条 役員と役員の選出及び任期 
(1)本会には次の役員を置く。

①会⻑ １名
②副会⻑ ３名まで
③代表委員(広報担当) １名
④代表委員(財務担当) １名
⑤代表委員(総務担当) １名
⑥代表委員(環境担当) １名
⑦代表委員(防災担当) １名
⑧代表委員(⻘年部担当) １名
➈会計監査 ２名

（役員の選任） 
第８条 役員は、総会において、会員の中から選任
する。 
２ 会計監査は、会⻑、副会⻑、会計及びその他の
委員と兼ねることはできない。 
３ 役員の選任⽅法は別に定める。 

第 4 条 役員と役員の選出及び任期 
(2)役員の選出は、総会において出席者の投票
により、会員の中から選出する。 
(3)選挙の⽅法は別に定める。
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（役員の職務） 
第９条 役員は、次の職務を⾏う。 
（１） 会⻑は、本会を代表し、会務を総括する。
（２） 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があ
るとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を代理す
る。 
（３） 会計は、本会の会計事務を処理する。
（４） 委員は、会務を分担する。
（５） 会計監査は、本会の会計事務について監査
を⾏い、毎年定期総会に報告する。会計事務につい
て不整の事実を発⾒したときは、総会に報告するこ
ととし、報告のために必要があると認めるときは、
臨時総会の開催を請求する。 

第５条 役員の任務 
(1)会⻑は、本会を代表して会務を統括し、会
議は会⻑が招集する。 
(2)副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故ある
ときはその任務を代⾏する。 
(3)代表委員は、関係委員を代表して会務を遂
⾏し、委員会は代表委員が招集する。 
(4)会計監査は、本会の会計を監査し、定時総
会で報告する。 

（役員の任期） 
第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再
任を妨げない。 
２ 補⽋により選任された役員の任期は、前任者の
残任期間とする。 

第 4 条 役員と役員の選出及び任期 
(4)役員の任期は２年とし、再任を妨げない。
(5)補⽋により選出された役員は前任者の残り
の任期とする。 

（役員の解任） 
第１１条 役員が、規約に違反したとき⼜は本会の
名誉を傷つける⾏為をしたときは、総会の議決によ
り解任することができる。 

該当なし 

第 3 章 総会 
（総会の構成） 
第１２条 総会は、全会員をもって構成する。 

第 6条 会議 
(4)総会は、会員で構成し、議決権は１世帯で
１名とする。 

（総会の種別） 
第１３条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
２ 定期総会は、年１回開催する。 
３ 臨時総会は、会⻑が必要と認めたとき、役員
（会計監査を除く）の過半数から会議の⽬的たる事
項を⽰して請求があったとき、及び第９条第１項第
５号の規定により会計監査から請求があったときに
開催する。 

第 6条 会議 
(2)総会は、本会の最⾼決議機関であり、定時
総会と臨時総会に分ける。 
(3)定時総会は、年 1回開催し、臨時総会は役
員会で議決された時に開催する。 

（総会の招集） 
第１４条 総会は、会⻑が招集する。 
２ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の⽬
的、内容、⽇時及び場所を⽰して、会議の 21⽇前

第 5条 役員の任務 
(1)会⻑は、本会を代表して会務を統括し、会
議は会⻑が招集する。 
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までに通知しなければならない。 

（総会の審議事項） 
第１５条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 
（１）事業計画及び事業報告に関する事項
（２）予算及び決算に関する事項
（３）役員の選任及び解任に関する事項
（４）規約の変更に関する事項
（５）本会の解散
（６）その他の重要事項

第 6条 会議 
(5)総会は、次の事項を審議、議決する。

①活動報告、決算の承認
②活動報告、予算の承認
③役員の選出
④会則の改正
⑤その他、本会の重要事項

（総会の議⻑） 
第１６条 総会の議⻑は会⻑とする。 

第 6条 会議 
(9)会議は原則として会⻑が議⻑となり、議決
は出席者の過半数の賛成による。但し賛否同数
の場合は、議⻑が決する。 

（総会の議決） 
第１７条 総会の議事は、出席した会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議⻑の決するとこ
ろによる。 

第 6条 会議 
(9)会議は原則として会⻑が議⻑となり、議決
は出席者の過半数の賛成による。但し賛否同数
の場合は、議⻑が決する。 

（総会の表決権） 
第１８条 会員は、各々1票の表決権を有する。 

第 6条 会議 
(4)総会は、会員で構成し、議決権は１世帯で
１名とする。 

（書⾯による総会開催） 
第１９条 やむを得ない理由のために総会を開催で
きない場合には、書⾯により開催することができ
る。 
２ 書⾯による総会の議決は、あらかじめ通知され
た事項について書⾯をもって表決する。 

該当なし 

（総会の議事録） 
第２０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）会員の現在数及び出席者数（委任状及び書⾯
表決書を提出した会員を含む） 
（３）開催⽬的、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
２ 議事録には、議⻑及びその総会において選任さ
れた議事録署名⼈２名以上の署名をしなければなら
ない。 

第 6条 会議 
(6)総会は議事録を作成する。
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第４章 役員会 
（役員会の構成） 
第２１条 役員会は、役員（会計監査を除く）をも
って構成する。 

第 6条 会議 
(7)役員会は会⻑・副会⻑・代表委員(正)で構
成し、半数の出席で成⽴する。副代表委員はオ
ブザーバーとして出席する。 

（役員会の招集） 
第２２条 役員会は会⻑が招集する。 
２ 役員会は、原則として⽉１回または会⻑が必要
と認めたときに招集する。 

第 5条 役員の任務 
(1)会⻑は、本会を代表して会務を統括し、会
議は会⻑が招集する。 
第 6条 会議 
(8)役員会は必要に応じて開催し、次の事項を
審議、議決する。（以下略） 

（役員会の審議事項） 
第２３条 役員会は、次の事項を審議し、議決す
る。 
（１）総会に付議すべき事項
（２）総会において議決された事項の執⾏に関する
事項 
（３）その他総会の議決を要しない会務の執⾏に関
する事項 

第 6条 会議 
(8)役員会は必要に応じて開催し、次の事項を
審議、議決する。 

①総会に提出する議案
②会務の遂⾏に必要な事項
③会則に定めのない重要事項

（役員会の議⻑） 
第２４条 役員会の議⻑は会⻑とする。 

第 6条 会議 
(9)会議は原則として会⻑が議⻑となり、議決
は出席者の過半数の賛成による。但し賛否同数
の場合は、議⻑が決する。 

（役員会の定⾜数） 
第２５条 役員会は、全役員（会計監査を除く）の
２分の１以上の出席がなければ開くことができな
い。 

第 6条 会議 
(7)役員会は会⻑・副会⻑・代表委員(正)で構
成し、半数の出席で成⽴する。副代表委員はオ
ブザーバーとして出席する。 

（役員会の議決） 
第２６条 役員会の議決は、出席した役員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決すると
ころによる。 

第 6条 会議 
(9)会議は原則として会⻑が議⻑となり、議決
は出席者の過半数の賛成による。但し賛否同数
の場合は、議⻑が決する。 

（役員会の議事録） 
第２７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）出席者
（３）審議事項および議決事項
（４）議事の経過の概要及びその結果

該当なし 
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第５章 会員組織 
（部・組の設置） 
第２８条 本会の区域を原則として次の表により部
に区分する。 

部 住所 
⼀部 碑⽂⾕６丁⽬１番 
⼆部 碑⽂⾕６丁⽬２番，３番 
三部 碑⽂⾕６丁⽬４番，５番 
四部 碑⽂⾕６丁⽬６番，７番 
五部 碑⽂⾕６丁⽬８番，９番のうち

碑⽂⾕公園の東側 
六部 碑⽂⾕６丁⽬９番のうち碑⽂⾕

公園の⻄側，10番，11 番 
七部 碑⽂⾕６丁⽬ 13 番，14 番 

２ 各部は組に区分する。組は 10世帯または集合
住宅１棟を⽬安として構成する。 

第 8条 地域の組織構成 
(1)本会は、地域を 7 つの「部」に区分する。
(2)上記の部は、約 10世帯で「組」を組織す
る。 

（世話⼈） 
第２９条 組に１名の世話⼈をおく。 
２ 集合住宅１棟で組を構成する場合は、世話⼈を
置かず、当該集合住宅の所有者または管理者をもっ
て世話⼈に替えることができる。 

第 7条 委員、世話⼈、町会サポーターと環境
協⼒員 
(2)本会の世話⼈は、地域の「組」より１名を
選出する。 

（世話⼈の役割） 
第３０条 世話⼈は組を構成する会員の連絡調整な
らびに会費の収集にあたる。 

該当なし 

（世話⼈の任期） 
第３１条 世話⼈の任期は１年とする。 
２ 補⽋により選任された世話⼈の任期は、前任者
の残任期間とする。 

該当なし 

第６章 ⾃治会協⼒員及び環境協⼒員 
（⾃治会協⼒員及び環境協⼒員） 
第３２条 本会の⽬的を達成するために、⾃治会協
⼒員及び環境協⼒員をおくことができる。 

第 7条 委員、世話⼈、町会サポーターと環境
協⼒員 
(3)本会の町会サポーターは会員の中から複数
選出する。 
(4)環境協⼒員は地域の部より各１名選出す
る。 

（⾃治会協⼒員及び環境協⼒員の選任） 
第３３条 ⾃治会協⼒員及び環境協⼒員を選任する
際には、役員会で承認し、総会に報告する。 

第 7条 委員、世話⼈、町会サポーターと環境
協⼒員 
(5)委員、世話⼈、町会サポーターと環境協⼒
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員の選出⽅法、任期、任務は別に定める。 

第７章 会計 
（経費） 
第３４条 本会の経費は、会費その他の収⼊をもっ
てあてる。 

第 9条 会計 
(1)本会の経費は、会費、区の委託⾦、その他
の収⼊をもって充てる。 

（会費） 
第３５条 本会の会費は、１世帯あたり年額 1,800
円とする。 
２ 会員に特別な事情がある場合は、会費を減免す
ることができる。 

第 3 条 会員と会費 
(2)本会の会費は 1 世帯で年額 1800 円とす
る。 
(3)会員に特別な事情がある場合は、会費を減
免することができる。 

（会計年度） 
第３６条 本会の会計年度は毎年 4⽉ 1⽇に始ま
り、翌年 3⽉ 31⽇に終わる。 

第 9条 会計 
(2)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。 

第８章 雑則 
（役員・世話⼈・⾃治会協⼒員・環境協⼒員⼿当） 
第３７条 役員、世話⼈、⾃治会協⼒員、環境協⼒
員には、任務に応じて⼿当を⽀給する。⽀給⾦額等
については別に定める。 

第 5条 役員の任務 
(5)役員には、任務に応じて活動費を⽀給す
る。⽀給⾦額・時期は別に定める。 
第 7条 委員、世話⼈、町会サポーターと環境
協⼒員 
(6)上記(5)の関係者には、任務に応じて活動費
を⽀給する。⽀給⾦額・時期は別に定める。 

（委任） 
第３８条 この規約に定めるもののほか必要な事項
は、総会または役員会の議決を経て、別に会⻑が定
める。 

該当なし 

附則 
この会則は、2022年●⽉●⽇から施⾏する。碑⽂
⾕６丁⽬⾃治会会則（平成 14年 4⽉ 16 ⽇施⾏、平
成 22年 4⽉ 1⽇改訂、令和３年 10 ⽉ 1⽇改訂）
は廃⽌する。 
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お世話人さんの仕事

碑文谷６丁目自治会

本自治会では､毎年組毎にお世話人を１名決めていただき、各組内の連絡役をお願いしてい

ます。今年度、お世話人さんとして活動をお願いする方々に、お仕事の内容をお伝えします。

もう既に、何度かお世話人さんとして活動いただいた経験のある方はご承知のこととは思い

ますが、初めての方がいらっしゃるかもしれませんので、確認の意味も含めてお知らせしま

す。 
本自治会が、お世話人さんの方々にお願いしているのは以下のお仕事です。

１・回覧版について

６丁目自治会は原則として毎月役員会を開いています。そこで決定した事項を会報とし

て会員の皆様にご覧いただいています。そのほか、目黒区、東京都、碑文谷警察、目黒

消防署、などなど、外部団体からのお知らせが配布されます。回覧物は各組担当役員か

ら届けられます。それらを回覧板のホルダーに挟み、会員の皆様に回していただく起点

と、終点になっていただきます。回覧版が戻ってきましたら、不要な通知を処分してい

ただくこともお願いします。これは原則として月に１回の仕事です。

２・会費について

本自治会は、毎年、総会の翌月に会員の皆様から会費を集めさせていただいています。

会費は会則にありますように、年１，８００円です。担当役員から集金用封筒が配布さ

れますので、極力指定された期間内に、担当役員にお届けください。領収書が必要な場

合はその旨、担当役員にお知らせください。

３・会員の転出入について

会員が碑文谷６丁目外に転出された場合、また、新しく転入があった場合、各組担当役

員までお知らせください。会の説明書、入会用紙は担当役員にお申し出ください。

４・その他

何か問題が発生した場合や、より良い６丁目自治会にするためのご提案などありました

ら、いつでもご連絡ください。お世話人さんには、自治会の活動を進める大事なエンジ

ンとしての役割を担っていただいています。

ご協力、どうぞよろしくお願い致します。 
碑文谷６丁目自治会ホームページ：https://himonya6.jp
会長メールアドレス jichikai6@gmail.com 
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