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 会則（規約）の作例 

会  則  本  文 作成上の注意・参照事項（運営上の基本方針） 

○○自治会（町内会）会則 

第１章  総  則 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は○○自治会（町内会）と

いい、事務所を会長宅に置く。 

●地域団体の性格から町名を冠し「○○町○丁目

自治会（町内会）・○○団地自治会（町内会）

等、会の名称を付ける。 

●会則の構成 

総則・会員・役員・会議・資産及び会計・補則・ 

附則 

（区 域） 

第２条 本会の区域は、○○市○○区△

△町×番○号から◇番☐号までの区

域とする。 

●町、地番又は住居表示により表示されることが

望ましい。 

（目 的） 

第３条 本会は、会員相互の親睦と福祉

を増進し、明るく住みよい街づくりを

図ることを目的とする。 

●「目的」「事業」は、面積、人口、職業構成、

会員の資力等を考慮し、会員多数の共同の利益

を考え自主的に決定すること。 

（事 業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成す

るため、次の各号に掲げる事業を行

う。 

●会の機能（会の事業としてとりあげるべき事

項）は、自主的に決定する事業活動によって定

める。 

（１）会員相互の親睦を図ること。 

（２）町内地域の環境整備を図ること。 

（３）市政との協力および連絡調整に関

すること。 

１ 交際親睦機能 

  会員の慶弔（死亡・出産・結婚等）表彰・集

会所・祝祭典。 

２ 共同福祉機能 
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（４）その他目的達成に必要な事項。   保健衛生・保安（防犯・防火・防災）・防犯

街灯・環境美化・文化事業。 

３ 連絡調整機能 

  公共的諸団体・行政機関との連絡調整。 

第２章  会  員 

（会 員） 

第５条 本会の会員は、第２条に定める

区域に住所を有する世帯をもって組

織する。 

２ 会社等は、準会員とすることができ

る。 

●町名が異なっても、地域的あるいは地形等の関

係で至近の町内自治会への加入も可能。 

●会員数が少ない場合は、世帯数・地形・面積等

を考慮し数個の町を併せて設置する。 

●会員は、世帯を正会員とし、これに会社等を準

会員として加えることができる。 

●会への加入 

１ 強制することはできないが、地域の共同の福

祉のため、会への参加促進を図る。 

２ 会の区域内に新たに住む人があれば、機をみ

て地域の実情、会の存在、目的、事業等につい 

 て説明し、加入を促す。 

（会 費） 

第６条 会員は、総会において別に定め

る会費を納入しなければならない。 

●規約に会費（金額）を含めて定めるのか、総会

において別途取り決めるのかを、規約で定める

必要がある。 

（入 会） 

第７条 第２条に定める区域に住所を

有する世帯で、本会に入会しようとす

る場合は、入会申込書を会長に提出し

なければならない。 

●入会申込書の様式は、役員会で定めたり、会の

細則で定めたりするとよい。 



3 

 

２ 本会は、前項の入会申込みがあった

場合には、正当な理由なくこれを拒ん

ではならない。 

（退 会 等） 

第８条 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○○に定める退会届が会

長に提出された場合。 

 

第３章  役  員 

（役 員） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

会長は、会を代表し、会務を統括す 

る。 

（２）副会長  ○名 

  副会長は、会長を補佐し、会長に事 

 故あるとき又は欠けたときは、その職 

 務を代行する。 

（３）会計   ○名 

  会計は、会の会計、経理を司る。 

（４）理事   若干名 

理事は、会長の命を受けて会務を分 

 

 

 

 

 

 

●役員は、会長、副会長、会計、理事、監事 

（会計監査）のほか、必要に応じて諮問機関と

して、顧問、相談役を置くことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●複数が望ましい。 

 

 

●専門部を設けたとき、理事はその部長あるいは

副部長を担当する。 
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 担し、会の運営に当たる。 

（５）班長   若干名 

  班長は、班の用務を処理し、班を代 

 表する。 

（６）監事 

監事は、会計、経理の事務を監査す 

る。 

 

 

●班長を役員に加えない場合もある。 

 

 

 

 

●監事は他の役員とは独立し、会計の適正な運営

を監査する任務がある。監査の結果は役員会及

び総会にて報告を行う。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、○年とする。 

 ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定に関わらず班長の任期

を１年とすることができる。この場

合、班の申し合わせによるものとす

る。 

３ 役員が任期中に辞任したとき、後任

の役員の任期は前任者の残任期間と

する。 

 

 （役員の選任） 

第１１条 役員の選任は次の各号に掲

げる方法で行う。 

（１）会長 

   会長は、総会で選任する。 

（２）副会長 

   副会長は、理事会の承認を得て会

●役員選挙に関する内規を作る（選挙の方法、手

続き、有効確認の方法） 

 

 

 

 

 

 

●「任命」「指名」の使い分けがある。 
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長が任命する。 

（３）会計 

   会計は、理事会の承認を得て会長

が任命する。 

（４）理事 

   理事は、総会の承認を得て会長が

任命する。 

（５）班長 

   班長は、班の互選により選任し、

会長が任命する。 

（６）監事 

   監事は、総会で選任し会長が委嘱

する。 

 

 

●「任命」「指名」の使い分けがある。 

 

 

 

 

 

 （報酬及び手当等） 

第１２条 役員は、無報酬とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、役員また  

は理事会で決定されたものが会務で

出張した場合は、交通費及び弁当代を

支給することができる。 

３ 第２項の金額及び支払方法は総会

の承認を得るものとする。 

 

●報酬及び手当の支給内規をつくる。 

 第４章  会  議 

（会議） 

（総 会） 

●会員全員で構成する場合。 
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第１３条 この会に次の会議を設ける。 

２ 総会は、定期総会及び臨時総会とす

る。 

（１）定期総会は、毎年４月に開催し、

臨時総会は必要に応じて理事会の

議決によりその都度、会長が招集す

る。 

（２）総会は、会員（代表者）の過半数

の出席で成立する。 

   議事は、出席者の３分の２以上の

賛成で決定する。 

（３）総会は、次に掲げる事項を審議す

る。 

ア 事業計画に関する事項 

 イ 予算、決算に関する事項 

 ウ 会則の改正に関する事項 

 エ その他重要事項の決定 

２ 理事会は、必要の都度、会長が招集

し、会の運営に必要な事項を決定する 

   理事会は、会長、副会長、監事及び

会長が必要と認めた者で構成する。 

３ 班長会議（組長会議）は、理事会で

必要と認めたとき会長が召集し、各班

に伝達する事項及び各班から具申す

●代議員（代表）で構成する場合。 

●重要事項の審議と決定。 

（定期総会） 

  年度当初４月に開催する例が多いが、会計年

度設定月により変わる。 

（臨時総会） 

「会長が必要と認めたとき」「会員の３分の

１以上から付議事項を示して請求のあったと

き」等を開催要件とすることもある。 

 

 

 

 

●総会で通常審議決定する事項は、「予算と事業

計画の決定」「決算と事業報告の承認」「役員改

選」「会則の改正」などである。 

 

 

 

 

 

 

●理事会は、会の執行機関であり会の運営方針を

決定する。 

 

 

 

 

●班長会議は、伝達事項の協議をする他、緊急の

場合、総会に変わる会議としての性格もある。 
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る事項等を協議する。班長会議には、

班長及び理事会を構成する役員が出

席する。 

（会議の運営） 

第１４条 総会を除く理事会及び班長

会議及びその他役員会議は、構成員の

過半数の出席で成立し、議事は出席者

の３分の２以上の賛成で決定する。 

２ 総会の出席は、委任状の提出をもっ

て代えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●定数などは、会議の性格等実状により増減す

る。 

●会議の議長は、「会長が務める」と規定するこ

ともある。 

 

 

第５章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第１５条 本会の資産は、次に掲げるも

のをもって構成する。 

１ 別に定める財産目録記載の資産 

２ 会費 

３ 活動に伴う収入 

４ その他の収入 

 

（資産の管理） 

第１６条 本会の資産は、会長が管理

し、その方法は役員会の議決によりこ 

れを定める。 

 

（事業計画及び予算） 

第１７条 本会の事業計画及び予算は、

●町内自治会又は会の代表者に交付された各種

補助金等はもとより、その他の収入は、全部収
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会長が作成し、毎会計年度開始前に、

総会の議決を経て定めなければなら

ない。 

入に計上することが原則である。 

（事業報告及び決算） 

第１８条 本会の事業報告及び決算は、

会長が事業報告書、収支計算書、財産

目録等を作成し、監事の監査を受け、

毎会計年度終了後３月以内に総会の

承認を受けなければならない。 

 

（会計年度） 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月

１日に始まり、３月３１日に終わる。 

 

 第６章  補  則 

第２０条 本会則の改正は、総会の議決

を得なければならない。 

２ この会則の実施をするために、運営

内規を定めることができる。 

  運営内規は、理事会で決定し、班長

会議の承認を得て実施する。 

３ 会長は、必要のあるときは委員会を

設けることができる。この場合の取り

扱いは、前項の規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

●運営内規は、会務執行上の細部規定であるの

で、最終的には実務を担当する班長会議に諮り 

 承認を受けることとする。 

 

 

●会務を民主的かつ能率的に執行するため、専門

部会（委員会）を設けることができる。 

【附 則】 

 この会則は、平成○年○月○日から実
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施する。 

 


