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桐ケ丘地区住民自治協議会会則 

 

桐ケ丘地区住民自治協議会は、平成１７年の「伊賀市」への合併に伴い設置され、伊賀市市民憲章に謳われた

六つの原則「情報の共有」、「市民の参加」、「計画的実施」、「自治の補完」、「主体の協働」、「結果の評価」に基づ

き策定した「地域まちづくり計画～桐ケ丘」をもとに、“安全・安心な住み良さが実感できる”自立した桐ケ丘の

まちづくりを進めてきた。今、７年を経過して、自治協議会活動も多岐に亘り、会則の見直しが必要になってき

た。そこで、現状の活動内容を反映させ、自治協議会のさらなる飛躍、発展を目指して会則の見直しを行う。 

 

第１章  総  則 

（名称） 

第１条 本会は、「桐ケ丘地区住民自治協議会」（以下自治協という）と称し、自治協は、「桐ケ丘地区住民自治 

協議会会則」（以下会則という）を定める。 

（所在地） 

第２条 自治協の事務所は、三重県伊賀市桐ケ丘三丁目３３３番地、桐ケ丘地区市民センター内に置く。 

（構成） 

第３条 自治協は、桐ケ丘地区の自治会、各種構成団体及び桐ケ丘地区に住所を置く個人及び事業所をもって 

構成する。 

２ 桐ケ丘地区各種ボランティア団体、その他自治協の趣旨に賛同する任意団体は、運営委員会の承認を 

得て構成団体とすることができる。 

（目的） 

第４条 自治協は、伊賀市桐ケ丘地区内において、住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、地区 

内の桐ケ丘自治会、各種団体、事業所ならびに地区内に在住する個人の参加協力を得て、地域環境の整

備等まちづくりを推進し、住みよい桐ケ丘地区を形成していくことを目的とする。  

（信条） 

第５条 自治協は会則に定めた主要構成団体である桐ケ丘自治会をはじめ、各種団体と住民が各々の主体性を 

維持しつつ、互いの役割分担と協働意識を共有し、地域に密着した市民センターと補完協力する。 

（活動の範囲） 

第６条 自治協の活動範囲は、桐ケ丘地区内とする。但し、他の地区の住民自治協議会と協力・連携して活動す

る場合はこの限りではない。 

（活動） 

第７条 自治協は、第４条の目的を達成するために次の活動を行う 

（１）桐ケ丘自治会及び各種団体との連携調整に関する事項 

（２）関係機関との連携協力に関する事項 

（３）民生・福祉活動に関する事項 

（４）世代間交流活動に関する事項 

（５）男女共同参画の推進に関する事項 

（６）地域での子供を育む意識の醸成、健全育成や非行防止に関する事項 

（７）人権啓発に関する事項 
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（８）教育と文化に関する事項 

（９）スポーツ・レクリエーションに関する事項 

（10）健康づくり活動に関する事項 

（11）環境美化に関する事項 

（12）ごみ減量・リサイクル推進に関する事項 

（13）防災・防犯に関する事項 

（14）交通安全の推進に関する事項 

（15）商店街の活性化と利便性向上に関する事項 

（16）その他自治協の目的達成に必要な事項 

 

第２章  機  関 

第１節 総 則 

（機関） 

第８条 自治協に次の機関を置く。 

（１）総会 

（２）幹事会 

（３）運営委員会 

（４）部会 

  第２節 総 会 

（性格と構成） 

第９条 総会は、自治協の最高議決機関であって、運営委員会構成委員、並びに部会員の中から選出あるいは指 

    名された代議員及び、会議開始１時間前までに出席届けをした一般住民で構成する。代議員の員数を（別 

表１）に示す。 

      ※出席届は、受付で所定用紙に丁名・番地・氏名を記載することで行う。 

（総会の招集） 

第１０条 総会は、会長がこれを招集し、定期総会は、毎年１回、これを開かなければならない。 

     臨時総会は、（別表１）に記した代議員の５分の１以上の請求があった時、及び幹事会が必要と     

認めた時は、臨時にこれを開かなければならない。臨時総会は、請求のあった日から起算して１ケ月

以内にこれを招集しなければならない。 

   ２ 定期総会及び臨時総会のいづれにおいても、その招集は、７日前までに議案書とともに告示しなけれ 

ばならない。 

（総会の議長） 

第１１条 総会の議長は、その総会において出席した委員・代議員の中から選出する。 

（総会に付議する事項） 

第１２条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

（１）自治協活動計画の策定及び実施に関する事項 

（２）予算及び決算に関する事項 

（３）会則の改廃に関する事項 

（４）その他会務上必要な事項 
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第３節  幹事会 

（性格と構成） 

第１３条 幹事会は、自治協の最高執行機関であって、自治協業務を執行する。また、幹事会は、自治協を構成

する団体及び事務局の代表で構成する。構成員及び員数を（別表２）に示す。なお、幹事会構成員は

これを役員と称する。 

※ 事務局業務に関する内容は「事務局処務規定」に定める。 

（幹事会の招集） 

第１４条 幹事会は、会長がこれを招集する。 

 ２ 幹事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 

    （１）会長が必要と認めたとき 

   （２）役員の３分の１以上から請求があったとき。 

（幹事会の議長） 

第１５条 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。 

（幹事会に付議する事項） 

第１６条 幹事会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

    （１）総会に付議する事項 

 （２）総会において議決した案件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４節  運営委員会 

（性格と構成） 

第１７条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、また執行機関でもある。 

     その構成は、幹事会構成員（役員）、自治協を構成する各種団体の選出又は指名する代表及び部会長か

らなる。構成員及び員数を（別表３）に示す。運営委員会の構成員はこれを委員と称する。 

（個人「有識者」委員の選任） 

第１８条 個人「有識者」委員は、運営委員会で選出し、幹事会で承認する。 

 ２ 運営委員会に相談役を置くことができる。相談役は、運営委員会で選出し、幹事会で承認する。 

（委員の任期） 

第１９条 委員の任期は、毎年４月１日より１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委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員の報酬） 

第２０条 委員には委員会出席のための報酬として交通費を支給するものとする。 

     ※ 報酬の詳細は「役員・委員報酬規定」に定める。 

（運営委員会の招集） 

第２１条 運営委員会は、会長がこれを招集する。 

   ２ 運営委員会は、次の各号の一つに該当する場合に招集する。 

    （１）会長が必要と認めたとき 

    （２）運営委員会委員の５分の１以上から請求があったとき 
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（運営委員会の議長） 

第２２条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（運営委員会に付議する事項） 

第２３条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

    （１）総会に諮る議決事項 

    （２）期中に発生した予算に関する事項  

    （３）幹事会より審議要請を受けた事項 

    （４）部会の運営（事業計画、予算、実施報告、評価等）に関する事項及び部会から上程された事項 

    （５）部会、特別委員会及び各種構成団体間の調整に関する事項 

     ※ 特別委員会の運営については、「特別委員会規定」に定める。特別委員会名を別表４に示す。 

  第５節 部会 

（性格と構成） 

第２４条 部会は、自治協の執行機関の主要単位であり、次に掲げる部会を置き該当する諸事業を行う。 

    （１）福祉部会         高齢者・障がい者の支え合い、世代間交流に関する事業 

（２）教育・文化部会      生涯学習や住民間の絆を深める内容に関する事業  

    （３）健康・スポーツ部会    健康づくりと疾病予防、元気度向上に関する事業 

    （４）生活環境部会       環境や公共に配慮した事業 

    （５）防犯（防災）・安全部会   防災、防犯、子ども・弱者の安全向上に関する事業 

    （６）産業振興部会       商店街の活性化と利便性向上に関する事業 

   ２ 各部会には、各種構成団体が属する。一団体が複数の部会に属することを妨げない。 

     各部会の構成団体を（別表５）に示す。 

   ３ 桐ケ丘地区に住所を置く個人は、個人として各部会の会員となることができる。 

   ４ 幹事会が必要と認めた場合、総会の承認を得て部会を新設及び統廃合することができる。 

（部会の運営） 

第２５条 各部会に部会長及び副部会長を置く。 

   ２ 部会長、副部会長は部会員の中から選出する。 

   ３ 部会長は、必要に応じ部会を招集し、部会活動を推進する。部会の議長は部会長がこれに当たる。 

     副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたとき、その職務を代行す

る。 

   ４ 部会長、副部会長の任期は、毎年４月１日より１年とする。ただし、再任を妨げない。 

     補欠で選出された部会長、副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ５ 部会長、副部会長は、本会則により後任者が決定されるまでは、その任期にかかわらずその任を果た

すものとする。 

６ その他の部会運営については、各部会で別に定める部会規定に従う。 

 第６節 会議 

（会議の成立） 

第２６条 総会は、委員及び代議員の総数の３分の２以上の出席により成立する。 

   ２ 幹事会は、役員の３分の２以上の出席により成立する。 

   ３ 運営委員会は、委員の過半数以上の出席により成立する。 
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（議事） 

第２７条 総会の議事は、出席した委員及び代議員並びに事前登録した個人の総数の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 ２ 幹事会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ     

による。 

   ３ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

   ４ 総会、幹事会、運営委員会は委任状を提出した場合、これを出席と見做す。 

（議事録の作成） 

第２８条 総会、幹事会、運営委員会の議事については、次の事項を記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）出席者数 

    （３）開催目的、審議事項及び議決事項 

    （４）議決の経過の概要及びその結果 

   ２ 総会の議事録には、委員及び代議員の現在数及び議事録署名人の人選に関する事項も記さなければな 

らない。 

   ３ 総会の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印しなけれ

ばならない。 

（議事録の公開） 

第２９条 桐ケ丘地域の住民が、総会、幹事会、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させ

なければならない。 

（同意手続き） 

第３０条 伊賀市自治基本条例第２６条第３項に規定された同意事務に対し、運営委員会は同意事務対象の桐ケ

丘地区への影響の大きさを勘案し、同意可否の決定を一戸一会員である桐ケ丘自治会の総会あるいは

組長会ないし運営委員会のいずれかに委ねる。 

   ２ 同意と決定された案件については、会長は同意書「伊賀市自治基本条例（様式第１号）」を作成し伊賀

市長に提出する。 

  

第３章  役  員 

（役員の役職） 

第３１条 役員は以下の役職と員数で構成する。 

  （１）会長               １名 

  （２）副会長              ４名 

  （３）会計               １名 

  （４）幹事              若干名 

  （５）事務局長             １名 

（役員の選任） 

第３２条 事務局長を除く役員は、幹事会において構成員で互選し総会で承認する。 
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（役員の職務） 

第３３条 会長は、自治協を代表し、会務を総括する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

   ３ 会計は、自治協の運営及び活動に伴う出納経理事務を担当する。 

 ４ 幹事は、会務を調整する。 

   ５ 役員の役職は複数兼務することを妨げない。 

（個人「有識者」役員の選任） 

第３４条 幹事会の構成員となる個人「有識者」役員は、運営委員会で選出し、幹事会で承認する。 

（役員の任期） 

第３５条 役員の任期は、毎年４月１日より１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。 

（役員任期の特例） 

第３６条 会長、副会長、会計、幹事は本会則によって後任者が決定されるまでは、その任期に関らずその任を

果たすものとする。 

（役員の報酬） 

第３７条 役員にはその業務内容に照らし報酬を支給するものとする。 

     ※ 役員報酬の詳細は「役員、委員報酬規定」に定める。 

（監事の選出と役割） 

第３８条 監事は、２名とし会員の中から総会で選出する。 

   ２ 監事は、自治協の実施事業や会計執行状況を会議出席あるいは議事録確認等で監査・監視する。 

 ３ 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。 

 ４ 監事は、他の役員を兼ねることはできない。 

   ５ 監事の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

第４章 事業計画及び予算 

（事業計画及び予算） 

第３９条 自治協の事業計画および予算は、会長が幹事会及び運営委員会の審議を経てその案を作成し、総会の

議決を経て定めなければならない。 

２ 案作成に当たり、各部会及び各構成団体は、前年度末までに「住民自治協議会（組織、部会）活動計

画書（様式１）」を作成し、運営委員会に提出し承認を得なければならない。 

   ３ １項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は幹事会

の承認を得て、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の決算を規準として収入支出を

することができる。 

（事業実施） 

第４０条 部会及び各種構成団体は、事業計画に基づき事業を実施するときは、地域住民の参画が得られるよう

に広報活動等に努める。 

   ２ 部会が協働して行う事業と各種構成団体が主体で行う事業は、それぞれ区分して行う。  

 ３ 事業を実施する場合は、「事業伺（様式２）」を運営委員会に諮り、承認を得なければならない。 
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（実施報告） 

第４１条 部会及び各種構成団体は、事業を実施したときは、都度「事業活動報告書（様式３）」を運営委員会に

提出し、承認を得なければならない。 

 ２ 部会は、会議開催後は、都度「会議報告書（様式４）」を運営委員会に報告し、承認を得なければな

らない。 

（事業評価） 

第４２条 部会及び各種構成団体は、事業を実施したときは、事業の結果を分析し、自己評価を加える。 

   ２ 事業評価の結果は、年度末までに「住民自治協議会(組織、部会)活動・評価・継続性について（様式

５）」を運営委員会に提出し承認を得なければならない。 

   ３ 運営委員会は、事業評価が低い場合は、当該事業の見直し又は廃止することを部会及び各種構成     

団体に求めることができる。部会及び各種構成団体は、その決議に従わなければならない。 

（事業報告） 

第４３条 自治協の事業報告は、幹事会、運営委員会で審議の上、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承

認を受けなければならない。 

 

第５章  会  計 

（経費） 

第４４条 自治協運営に要する経費は、伊賀市地域包括交付金、地域活動支援事業補助金、桐ケ丘自治会協働分

担金、NPOまちづくり桐ケ丘分担金、公民館事業委託金及びその他の収入をもって当てる。 

（会計年度） 

第４５条 自治協の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（会計報告） 

第４６条 自治協の会計報告は、幹事会、運営委員会で審議の上、会計責任者が作成し、監事の監査を受け、総

会の承認を得なければならない。 

（会計帳簿の整備及び公開） 

第４７条 自治協は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。 

 ２ 桐ケ丘地区の住民が前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。 

     ※ 会計業務の詳細は会計規定に定める。 

 

第６章  地域まちづくり計画 

（地域計画） 

第４８条 自治協は、伊賀市総合計画その他各種行政計画と整合を図り、安全で安心な住み良い桐ケ丘地区の建

設に向けた地域まちづくり計画を策定する。 

 ２ 自治協は、地域まちづくり計画の策定など必要に応じてプロジェクトチームや特別委員会を設置する

ことができる。 

     ※ 特別委員会活動の詳細は、特別委員会規定に定める。特別委員会名を別表４に示す。 

３ 地域まちづくり計画は、総会の承認を受けて決定する。 

（個別計画） 

第４９条 自治協は、会長及び幹事会が桐ケ丘地区の重要な事項等を計画立案する時、具体案作成のためプロジ
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ェクトチームや特別委員会を設置し、計画策定を行うことができる。 

   ２ 個別計画は、特に重要と認められるときは総会で決定し、それ以外は、幹事会の承認をもって決定す

る。 

              

   第７章 受託事業・委託事業 

（受託事業） 

第５０条 自治協は、受託契約に基づき伊賀市の業務を行うことができる。事業は次による。 

   （１）桐ケ丘地区内の公共施設などの維持管理。 

   （２）まちづくりに関する基本協定書で締結された事項 

（委託事業） 

第５１条 自治協は、各種事業の実施にあたり、運営委員会で必要と認められた場合は、その事業を NPO     

まちづくり桐ヶ丘等の団体及び事業所に業務を委託することができる。 

               

                    第８章  表  彰 

（表彰） 

第５２条 自治協は、桐ケ丘地区の振興・発展に貢献した個人並びに団体を表彰することができる。 

     詳細は「桐ケ丘地区まちづくり功労者表彰規定」による。 

 

第９章  雑  則 

（会則・規定の改廃） 

第５３条 本会則の改廃は、総会で出席者の３分の２以上の同意をもって行うことができる。 

   ２ 規定の改廃は、運営委員会で出席者の３分の２以上の同意をもって行うことができる。 

                 

付  則 

（施行期日） 

付則第１条     本会則は、平成１７年４月２日から施行する。 

付則第２条     本会則は、一部改訂し平成１９年９月２５日から施行する。 

付則第３条     本会則は、一部改訂し平成２０年４月２９日から施行する。 

付則第４条     本会則は、一部改訂し平成２１年５月２０日から施行する。 

付則第５条     本会則は、全面改訂し平成２４年５月２０日から施行する。 

付則第６条        本会則は、旧第８章表彰の弾力的運用を図るため改廃し、「桐ケ丘地区まちづくり 

功労者表彰規定」を平成２５年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


