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第１章【総則】

（目　的）

第１条 本会は、自治会の組織及び運営に関する事項を定め、会員の親睦と融和を図り、

江洲地域の発展と会員相互の福利増進に寄与することを目的とする。

（名称及び所在地）

第２条 本会は、江洲自治会（以下「本会」という）と称する。

2 本会の事務所は、沖縄県うるま市（旧具志川市）字江洲１４番地に置く。

（事　業）

第３条 本会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）諸行事の開催や協力に関すること。

（２）地域文化の保存と継承に関すること。

（３）専門部及び関係団体（子ども会、青年会、女性（ゆいまーる）会、

　老人（豊和風）会、獅子舞保存会）の活動に関すること。

（４）地域の美化、清掃等の環境整備に関すること。

（５）生活改善の推進に関すること。

（６）青少年健全育成に関すること。

（７）本会内外の各種団体との連絡調整に関すること。

（８）行政情報の活用及び行政との連絡協議に関すること。

（９）所有資産の管理及び運営に関すること。

（10）将来における地域構想の作成に関すること。

（11）その他、本会の目的達成に必要な事項。

（区　域）

第４条 本会の区域は、うるま市（旧具志川市）字江洲１番地から１３７５番地の

区域とする。

第２章【会員】

（会　員）

第５条 本会の会員は、前条に定める区域に住所を有する個人とする。

2 本会の活動を賛助する事業所は、賛助会員とすることができる。

但し、表決権を有しない。

3 会員は、自治会の所有する施設及び備品を使用する権利を有し、その負担義務を

負うものとする。

（会　費）

第６条 本会の会費は、総代会において別に定める。

2 前項の会費は、世帯を単位とし世帯主が納付義務を有する。

3 会員に特別に事情がある場合は、会費を減額又は免除することができる。

（入　会）

第７条 第４条に住所を有する個人及び事業所で、本会に入会しようとする者は、所定の

入会申込書を会長に提出しなければならない。

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 会員の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４条に定める区域に住所を有しなくなった場合。

（２）本人より所定の退会届書が会長に提出された場合。

2 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
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第３章【役員】

（役員の種別）

第９条 本会の役員は、次のとおりとする。

（１）会　長　　　１名 常勤

（２）会長補佐　　１名 常勤

（３）書　記　　　１名 常勤

（４）会　計　　　１名

（５）審議委員　１５名～２０名とし欠員は若干名認める。

（６）専門部長　　２名

（７）監　　査　　３名

（８）顧　　問　若干名

（役員の選出）

第１０条 会長は自治会長選挙によって選出される。

会長に立候補する者は、３月１日までに選挙管理委員会へ所定の立候補届書を

提出するものとする。

2 会長補佐、監査は会員の中から３月末日までに審議委員会において選出し、

総代会の承認を得る。

3 書記、会計は審議委員会の承認を得て会長が任命する。

4 審議委員は審議委員会で推薦選出し、総代会にて報告するものとする。

5 専門部長は、各専門部で選出する。

6 顧問は、会長が委託し、審議委員会の承認を得る。

（役員の職務）

第１１条 会長はうるま市役所事務委託契約者を兼ね、本会を統轄しこれを代表するととも

に、その権限に属する事務を管理執行する。

2 会長補佐はうるま市役所事務委託契約者を兼ね、本会会長を補佐し会長に事故、

又は欠ける場合その職務を代行する。

3 書記及び会計は、会務の記録及び内外へ連絡広報活動を行い、本会の出納事務を

処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

4 審議委員の職務は、次のとおりとする。

（１）会長、会長補佐、書記、会計、監査の選出に関する事項

（２）規則、規定の制定及び改廃に関する事項

（３）予算案及び決算承認に関する事項

（４）毎年度の事業計画に関する事項

（５）その他の運営に関する事項

5 専門部長は、各部を代表しその部を統括をする。

6 監査は、本会の事務執行及び会計事務について監査し、その結果について審議

委員会並びに総代会に報告し、必要があると認める場合は、総代会の招集を請求する

ことができる。

7 顧問は、会長が必要と認めたとき審議委員会に出席するものとする。

（役員の任期）

第１２条 会長、会長補佐の任期は３年とし、就任年度は同時期とはしない。また、

その他の役員は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。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。

4 会長の任期は１期３年、満期を３期９年とし、満期後は立候補できない。

－　２　－



第４章【会議】

（会議の種類及び構成）

第１３条 本会の会議は、総代会、審議委員会、専門部会とする。

2 自治会総代会は、代議委員を持って構成する。但し代議委員は各班より選出し、

各行政班の世帯数の２割をもって定員とする。代議員の任期は２年とし再選を

妨げない。代議委員に老人会代表、女性会代表、青年会代表も含む。

3 審議委員会は、総代会に次ぐ議決機関であり、会長、会長補佐、書記、会計、審議委員

各専門部長をもって構成する。但し代理出席の場合は議決権はなしとする。

4 専門部会は、総務部、体育部の２部門をもって構成し、部長は審議委員から選出し、

部員は審議委員以外を推薦できる。

（１）総務部は総務、その他に関する事業。

（２）体育部は体育、環境美化、その他に関する事業。

（会議の招集）

第１４条 定期総代会は、毎年度４月に開催する。

2 臨時総代会は、次の各号の一に該当した場合に、会長若しくは審議委員会が招集

する。

（１）会長が必要と認めたとき

（２）会員の３分の１以上の請求があったとき

（３）第１１条第６項の規定により請求があったとき

（４）審議委員会において総代会開催の議決があったとき

3 専門部会は、各部長が必要と認めたときに招集する。

（会議の議長）

第１５条 総代会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長の指名により代議員を執行させ

ることができる。

2 審議委員会は、委員長が議長となる。

（会議の成立要件）

第１６条 総代会は、代議委員の２分の１以上の出席をもって成立する。

2 その他の会議は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立する。

3 会議にやむを得ない事情で出席できないものは、委任状の提出は回答連絡が

あった場合は、出席の数に加える。

（会議の議決）

第１７条 総代会の議事は、出席した代議委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は

議長の決するところによる。

2 資産を処分し又は担保に供する場合は、審議委員会並びに総代会において出席

した代議委員の３分の２以上の同意を要する。

（総代会及び臨時総代会）

第１８条 総代会においては、次の事項を報告し承認を受けなければならない。

（１）会長及び会長補佐、監事の承認に関する事項

（２）会則の制定及び改廃に関する事項

（３）歳入歳出予算及び決算に関する事項

（４）毎年度の事業計画に関する事項

（５）その他会長が必要と認める事項
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（総代会の議事録）

第１９条 総代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）代議員の現在数及び出席者数

（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結果

（５）議事録署名人の選任に関する事項

2 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名が署名

押印しなければならない。

第５章【審議委員会（組織及び職務）】

（審議委員会）

第２０条 当自治会は行政運営のため、審議委員会をおく。

（構　成）

第２１条 当自治会審議委員会の定数は１５名～２０名とし欠員は若干名認める。各団体の代表

（老人豊和風会、獅子舞保存会、子ども育成会、青年会）４人として、総代会で

報告する。

（任　期）

第２２条 審議委員の任期は３年とする但し、再選を妨げない。補充された審議委員の任期

は前任者の在任期間とする。

（会　務）

第２３条 審議委員会は、会員を代表し区の行政に関する事項を審議決定する。

第２４条 審議委員会の招集は、文書により５日前までに通知するものとする。

但し、急を要する場合はその限りではない。

（運　営）

第２５条 審議委員会の議長は、審議委員長がこれにあたり、会長事故のあるときはその代理

者があたる。

第２６条 審議委員会は定数の過半数以上の出席がなければ会議することはできない。

第２７条 審議委員会の議事は出席議員の過半数をもって決定する。可否同数の議長の

採決による。

第２８条 審議委員会に書記をおき会議の記録をしめ、会長他２名の署名をなすものとする。

第６章【その他の組織】

（班の設置及び班長の任期）

第２９条 本会は、会の運営上、地域的に区分した班を設置し、各班に班長を置く。

2 班は、班員の中から班長を選出し速やかに会長に報告する。交代のときも同様

とする。

3 班長は、原則として班員の輪番制とし、任期は各班に一任する。

但し、高齢者及び身体障害者で、業務の遂行が困難であると認められる場合は、

本人の申し出により免除することができる。

（班長の職務）

第３０条 班長の職務は、次のとおりとする。

（１）自治会費の徴収に関する事項

（２）各種の伝達周知に関する事項

（３）その他自治会長の指示に基づく事項
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第７章【資産及び会計】

（資産の構成）

第３１条 本会の資産は、次の各号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）活動及び事業に伴う収入

（４）資産から生ずる収入

（資産の管理）

第３２条 本会の資産は会長が管理し、その方法は審議委員会の議決により、これを定める。

（資産の処分等）

第３３条 本会の資産の処分または担保に供する場合は、審議委員会を経て、総会の議決

を得るものとする。

（公民館の使用）

第３４条 自治公民館の場合は、会長が管理運営規定に基づき許可することができる。

（会計年度）

第３５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。

（給料及び諸手当等）

第３６条 本会の役員の給料及び諸手当等は、下記のとおりとする。

月　額　４０，０００円×１２ヶ月

月　額　４０，０００円×１２ヶ月

月　額１３０，０００円×１４ヶ月

年　額　７０，０００円

年　額　１０，０００円×３名

月　額　３０，０００円×１２ヶ月

月　額　１０，０００円×１２ヶ月×２名

１回出席あたり２，０００円（費用弁償）

（２，０００円×４回×１６名（正副委員長除く）

年　額　１０，０００円×２名

年　額　　６，０００円×２０班

（Ａ・Ｂ班があるため６班多い。）

第８章【表　彰】

（表彰）

第３７条 本会は、自治会運営に特に功績がある者で、他の模範となる会員などを表彰する

ことができる。

第９章【会則の変更】

（会則の変更）

第３８条 この会則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、会長が審議委員

会によって定める。

2 この会則は、審議委員会並びに総代会において出席者の３分の２以上の同意を要

し、且つうるま市長の許可を受けなければ変更することができない。

会 長 補 佐

班 長

副審議委員長

書 記

役 職 金　　　　　額

審 議 委 員

費 用 弁 償

専 門 部 長
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会 計

監 査 員

審 議 委 員 長



第１０章【雑　則】

（帳簿）

第３９条 本会に、次の帳簿を備える。

（１）会則並びに細則

（２）会計簿

（３）記録簿

（４）財産台帳

（５）公文書綴り

（６）その他必要な帳簿

（委任）

第４０条 この会則に定めない事項、その他本会運営について必要な事項は審議委員会

の議決を経て、会長が別に定める。

附　　則 この会則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項により、

うるま市長の許可を得た、平成１７年３月２８日から施行する。

・ 平成１８年５月１８日　第１２条、第３６条を一部改正。第３６条の審議委員長規定は

平成１８年４月１日より適用する。

・ 平成２３年５月２０日　第３６条を一部改正。第３６条の副審議委員長、審議委員、

班長規定は平成２３年４月１日より適用する。

・ 平成２９年４月２７日　事務委託者２人制により第９・１０・１１・１２・１３・

３６条を一部改正。第１３条の一部を追加し、第６・１０・１１・１３・１４・

１５・１６・１７・１８・１９・２１・３８条の総会の名称を総代会に改正する。

会長補佐の手当等は平成２９年５月１日より適用する。

・ 平成３０年４月２６日　第１０条を一部改正。

・ 平成３１年４月２６日　第３６条を一部改正。

・ 令和　２年４月２６日　第９、１０、１１、１２、２１、２２，３６条を一部改正。

・ 令和　３年４月２８日　第９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１７条、

第５章、第２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、３６、３８、

４０条を一部改正。
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江洲自治会　選挙規約

第１条 会長の選挙は行政諸規約に定めるほか、本規則による。

第２条 会長は立候補制とする。

2 選挙権は自治会に加入し６ヵ月以上在住し、自治会費を支払っている世帯の世帯主、

若しくは世帯員（但し、満１８才以上の者）とする。自治会費は選挙年度及び

その前年度の納付とする。

3 被選挙権は前項の通りとし、満２５才以上の者とする。

第３条 会長の選挙は、前条２項による選挙人により選挙する。

第４条 会長は有効投票総数の１／４以上の得票を得なければならない。

第５条 会長の立候補者が一人であるときは、選挙管理委員会で承認し当選するものと

する。

第６条 会長立候補者がいない場合は、審議委員は本人の承諾を得て候補者を推薦

しなければならない。

第７条 前条において推薦されたものは、総代会において承認を得るものとする。

第８条 会長の選挙にその都度選挙管理委員会を置く。

第９条 選挙管理委員会は自治会規約第２１条による審議委員が、これにあたり選挙管理

委員長を互選する。

2 前項の委員にして候補者となりたる場合はその職を失う。

第10条 本規則に規定されていないものは必要に応じ、その都度審議委員会において

定めるものとする。

第11条 本規則の細部の運用は、その都度選挙管理委員会を開催し、決定するものとする。

附　則 平成３１年２月２５日　第２条を改正、第３条の一部を改正する。

令和　３年４月２８日　第６、９、１０条を一部改正。
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江洲自治会　監査規則

第１条 自治会に監査員を置く。

第２条 監査員の定数は３人とし、審議委員以外より選出する。

第３条 監査員は会長、会計係と下記に関係にあたる者は資格を有しない。

（１）本人の親、兄弟、子供及び配偶者

第４条 監査員の任期は２年とする。

第５条 監査員の監査事項は概ね下記のとおりである。

（１）事務執行について規則、規約に違反することがないかどうか

（２）公証記録、文書の保管状況

（３）予算の執行状況

（４）財産及び営造物の管理状況

（５）金銭及び物品、会計並びに財産の管理状況

（６）使用量、賦課等の徴収状況

（７）決算状況

（８）出納状況

（９）その他、諸規約によりその権限に属する事項

第６条 会計監査は１０月、４月に行い、決算監査は４月に行う。

第７条 臨時に監査を行う場合は、監査事項につき口頭、又は書面で予め会長に通知し

なければならない。

第８条 監査は監査の結果をその都度審議委員会に報告し、決算監事は自治会総会に

報告しなければならない。

第９条 監査の場合には会長、会計係、及び事務担当者は、監査員の要求する書類を

提出しなければならない。

第10条 監査員は監査の結果により意見があるときは、会長又は審議委員会に対し意見

書を提出することができる。

附　則 令和　３年４月２８日　第２、８、１０条を一部改正。

－　８　－



江洲自治会　会計規則

第１条 自治会会計運営は、自治会規定に定める他、本規則によるものとする。

第２条 自治会会計の収支は、すべての会長の指揮監督を受けて会計係これをなす。

第３条 会計の収支は、すべて予算の範囲内で行うものとする。

第４条 予算運営は適宜流用することができる。

第５条 会計の収支は領収書及び証憑書類を備えなければならない。

第６条 会計係は毎月の収支状況を管理し、翌月末日までに会長に報告する。

第７条 余剰金、積立金等の預入れ先は金融機関とする。

第８条 会計係は下記の帳簿を作成し、保存しなければならない。

（１）現金出納簿

（２）収支内訳簿

（３）収支証憑

（４）使用料賦課金徴収簿

（５）特別基本財産に関する帳簿

第９条 会計の引き継ぎは会長他、審議委員長、監査員の立会いの上、これを行うものと

する。

附　則 令和　３年４月２８日　第９条を一部改正。

－　９　－


