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玉川学園町内会会則玉川学園町内会会則玉川学園町内会会則玉川学園町内会会則 

第１条  構成 (会員) 

    本会を玉川学園町内会と称し､玉川学園地域およびその周辺に居住し、本会に加入した世帯および事務所･店

舗等を有する法人･個人をもって構成する。 

  第２条  目的 

    本会は、会員の自治的な組織で、会員相互の連帯と親睦を深め、豊かな環境と住みよい街づくりを推進する

ことを目的とする。ただし､特定の政治、宗教活動を行ったり、一部の利益をはかる場であってはならない。 

  第３条  事務所 

    本会の事務所は町田市玉川学園２丁目１９番５号に置く。 

  第４条  運営 

    本会は、つぎにより運営される。 

       1.   経費  本会を運営するための経費は、会費、補助金その他による。 

       2.   会議  本会につぎの会議をおく。 

            （1）総会（定期、臨時）  （2）常任幹事会  （3）幹事会    （4）支部長会    

             （5）防災委員会   （6）環境委員会      （7）地区会 

 第５条  事業および事業年 

       1.   本会は、その目的を達成するためにつぎの事業を行う。 

              (1)   広報に関する活動。 

              (2)   防災、防犯、交通安全など安全な暮らしに関する活動。 

              (3)   資源回収、環境整備に関する活動。 

              (4)   高齢者、成人、青少年に関する活動。 

              (5)   文化、体育に関する活動。 

              (6)   その他本会の目的を達成するために必要な事業。 

       2.   事業年度は、当年４月１日から翌年３月末日までとする。 

 第６条    組織および業務編成 

       1.   組織 

            地域住民との連携を密にし、地域の諸問題を解決するため８地区に分け、それぞれに支部を設け、 

            支部に班をおく。 

       2.   業務編成 

              (1)   第５条の事業を行うためつぎの部をおく。 

                    総務部 経理部 広報部 防犯防災部 環境部 高齢者部 成人部 青少年部 文化部 

              (2)   各部に部長をおき、副部長をおくことができる。 

              (3)   必要に応じ、委員会をおくことができる。 

              (4)   本会の運営を円滑に行うため有給事務員をおく。 

 第７条  役員の構成 

    本会につぎの役員をおく。 

         会長 １名  副会長 ４名  常任幹事（各部長） 

         幹事 ３０名以内（常任幹事含む） 

                 専任幹事 ４名 

第８条  役員の任務 

        1.   会長は、会を代表し、すべての業務を統括する。 

       2.   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

        3.   常任幹事は、各部の長として、業務の立案、実施に当たる。 

        4.   幹事は、各部に所属し常任幹事の業務を補佐する。 

        5．  専任幹事は、町内会を代表して「こすもす会館」および「さくらんぼホール」の管理運営にあ 

             たり、適宜、幹事会に出席して施設の管理運営状況を報告する。 
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第９条  役員会 

       1.   常任幹事会は､会長、副会長、常任幹事で構成し、日常業務を執行する。 

        2．  幹事会は、役員で構成し、総会で決めた方針に基づき会の運営、業務全般について必要な議決 

             を行う。 

第１０条  役員の任期 

   役員の任期は、一期２年とし再任は妨げない。ただし、３期連続して同一の役に就くことはできない。 

第１１条  役員の選出 

       1.    会長、副会長は、総会で選出する。 

       2.    幹事の選出は、全区 (町内会の全地域) と地区 (８地区) に分けて行う。 

            全区選出幹事の定数は１１名以内とし、地区選出幹事の定数は細則で定める。 

            全区からの選出は、総会で行う。地区毎の選出は、各地区で選んだ候補者を総会で承認する 

             ものとする。 

       3．  専任幹事は、前項に定める幹事定数外の幹事とし、幹事会で選任する。 

       4.    常任幹事は、総会後の幹事会で幹事の中から互選する。 

       5．   会長が任期を残して辞任したときは、第１項の規定にかかわらず、幹事会が副会長 

             の中から会長を選任する。 

             幹事会は、選任の結果をその後の最初の総会に報告し、承認を得なければならない。 

          前会長の残任期間は第１０条に定める役員の任期に算入しない。 

第１２条  相談役 

     本会に相談役をおくことができる。相談役は常任幹事会で推薦し、幹事会の承認を受ける。相談役は、常

任幹事会の求めに応じて、各種会議に出席し､本会の発展のために助言する。なお、相談役の任期は１年とし、

再任は妨げない。 

第１３条  支部長の任務、任期、選出および支部長会 

        1.    本会は、運営上支部制をとり、各支部に支部長をおく。 

        2.    支部長は、所属支部を代表し、支部の業務を担当するとともに、支部の意見を会に反映させる。 

        3.    支部長は、支部長会に出席し、会の運営に参画する。 

        4.    支部長の任期は、１年とし再任は妨げない。 

        5.    支部長は、各支部においてそれぞれ独自の方法によって選出する。 

第１４条  防災委員の任務、任期、選出 

        1.    防災委員は、地域の防災など安全活動を推進する。 

        2.    防災委員の任期は、１年とし再任は妨げない。 

        3.    防災委員は、各支部においてそれぞれ独自の方法によって選出する。 

第１５条  環境委員の任務、任期、選出 

        1.    環境委員は、地域の環境にかかわる活動を推進する。 

        2.    環境委員の任期は、１年とし再任は妨げない。 

        3.    環境委員は、各支部においてそれぞれ独自の方法によって選出する。 

第１６条  会計監査の任務、任期、選出 

        1.    会計監査は、会の経理を監査するとともに､収入、支出の適否を審査し､その結果を総会に報 

              告する。 

        2.    会計監査の任期は、１年とする。 

        3.    会計監査は、２名とし、総会において選出する。 

第１７条  地区会の構成、目的、運営 

       1.    地区会は運営上地区制をとり、各地区に地区長をおく。 

        2.    地区会の構成は地区長、所属役員、支部長、防災委員、環境委員、および防犯活動推進 

              委員等とする。 

        3.    地区会は地区の諸問題を協議し、解決に当たる。 

第１８条  地区長の任務、任期、選出 

       1.    地区長は地区を代表し、地区運営を担当する。 



3 

 

        2.    地区長の任期は２年とし、再任は妨げない。 

        3.    地区長は所属役員の中から互選する。 

 

第１９条  会議の招集 

       1． 総 会          会長は、毎年４月に定期総会を招集し、前年度の事業報告、収支決                            

                     算報告および当年度の事業計画案、予算案などを提出し、その承諾 

                           を求める。 

       2． 臨時総会       会長は､会員の総意を特別に聞く必要がある場合には、臨時総会を招 

                           集しなければならない。 

3． 常任幹事会   会長は、定期的に常任幹事会を招集する。 

    4． 幹事会     会長は、定期的に幹事会を招集する。 

       5．  支部長会    会長は、定期的に支部長会を招集する。 

       6． 防災委員会   会長は、必要に応じて防災委員会を招集する。 

       7．  環境委員会     会長は、必要に応じて環境委員会を招集する。 

       8．  地区会     地区長は、必要に応じて地区会を招集する。 

第２０条  総会、幹事会の定足数および議決 

        1.  総会は、７０名以上の出席によって成立する。総会の議決は、出席者の過半数をもって成立す 

             る。ただし、賛否同数のときは、議長がこれを決する。 

        2.   幹事会は、過半数の出席によって成立する。幹事会の議決は、出席者の過半数をもって成立す 

             る。ただし、賛否同数のときは、会長がこれを決する。 

第２１条  会計 

        1.   本会に加入した会員は､会費を各支部単位に納入する。ただし、納入した会費は返却しない。 

        2.   年会費は２，０００円とする。 

        3.   その年度中における緊急やむを得ない場合の支出は、常任幹事会の承認を得て支出し、事後に 

             幹事会の承認を得るものとする。 

第２２条  会計年度 

     本会の会計年度は、当年４月１日から翌年３月末日までとする。 

第２３条   解散、会則の変更 

     本会の解散または会則の変更は、総会において出席者の３分の２以上の賛成を得て成立するものとする。 

第２４条  細則 

     細則の新設、改廃は、総会の議決を経なければならない。 

 

（付則） 

    本会則は､昭和５２年１１月２７日の臨時総会において決定し､昭和５３年４月１日より実施する。 

   平成４年４月１９日、第４条･６条一部改正 

   平成５年４月２５日、第４条･５条一部改正 

   平成６年４月１７日、第３条･１４条･１９条一部改正 

   平成７年４月１６日、第７条･細則第２条一部改正 

   平成９年４月２０日、第１条･４条･５条･７条･８条･細則第１条･５条一部改正 

   平成１３年４月２２日、第３条･４条･５条･６条･７条･８条･９条･１０条･１１条･１２条･１５条･ 

             １９条･２０条・２３条･細則第３条･４条･５条一部改正 

   平成１７年４月２４日、第１条･２条一部改正 

   平成１８年４月２３日、第５条一部改正 

   平成２２年４月１８日、第３条･１５条を新設、第４条･１２条･１３条･１７条･１８条･１９条･２１            

                          条一部改正 

   平成２６年４月２０日、第７条･細則第５条第１項一部改正 

  平成２８年４月１７日、第７条に専任幹事を追加、第８条に第５項を新設、第１１条に第３項を追加挿                      

                          入、細則第５条を新設追加、細則第６条（旧第５条）第１項一部改正（金額変 

                          更） 
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細細細細        則則則則 

 第１条  役員の立候補および推薦 

     会員は、誰でも会長、副会長、幹事、および会計監査に立候補することができ、また、他の会員を推薦す

ることができる。推薦する場合には、本人の了解を得なければならない。 

  第２条  選挙世話人の任務、任期、選出 

        1.    選挙世話人は、役員選出に関する事務を行う。 

        2.    選挙世話人の任期は２年とし、再任を妨げない。 

        3.    選挙世話人は、各地区で１名選出する。 

  第３条   会長、副会長、全区選出幹事および会計監査の選出方法 

        1.    立候補および推薦の届出は、総会の１週間前から総会前日の正午までに選挙世話人に文書で行                

       う。 

        2.    立候補者が、定員をこえた場合は選挙を行う。 

        3.    選挙は、出席会員全員の直接無記名投票によって行う。 

        4.    副会長、全区選出幹事および会計監査については､不完全連記制（定員数以内の候補者名を連記 

              することができる）によって投票を行う。 

 第４条  地区選出幹事の選出方法 

        1.    町内会の地域を別表のとおり 8地区に分ける。 

        2.    地区選出幹事の定数は、各地区毎に会員数３００までを１名、５００までを２名、５００をこえ 

              るときは３名とする。 

        3.    各地区では､定数の幹事候補を民主的な方法によって選び、総会の一週間前までに選挙世話人に 

              届け出る。 

 第５条  専任幹事の選出方法 

     1.   専任幹事は、こすもす会館担当２名およびさくらんぼホール担当２名を元または現幹事の中から 

              幹事会で選出する。専任幹事の任期は第１０条に定める役員の任期に従う。ただし、町内会幹事 

              としての在任期間は専任幹事の任期に算入しない。 

       2.    こすもす会館担当の専任幹事２名は玉川学園町内会第６地区ないし第８地区の会員の中から、さ 

              くらんぼホール担当の専任幹事２名は同じく第１地区ないし第５地区の会員の中から選出する 

              のを原則とする。 

        3.    各施設を担当する専任幹事２名のうち１名を当該施設の「施設委員会」事務取扱責任者とする。 

              事務取扱責任者は、特別幹事の互選により決定し、その結果を幹事会に報告して承認を得なけれ 

              ばならない。 

 第６条  慶弔金 

        1.    会員および同居家族の新入学児童および新生児への祝金は、３，０００円相当とする。 

        2.    会員および同居家族の弔慰金は、３，０００円とする。 

 第７条  感謝状 

     本会は、とくに貢献した人に対しては感謝状を贈る。 

 第８条  帳簿および書類の保存 

     本会の帳簿および書類の保存は５年とする。 

 

 

 

 

 

 


