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鳥羽まちづくり協議会規約 

 

第１章 総則 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は、鳥羽まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務所 

は、鳥羽小学校区コミュニティ・センター内に置く。 

（目 的） 

第２条 協議会は、鳥羽小学校区において、明石市等行政機関とのパートナーシップの

もと、地域の人々による主体的な創意工夫によって、安全に、安心して暮らすことが

できるまちづくり、地域への愛着が生まれ、温かい心が通い合うまちづくりを推進し

ていくことを目的とする。 

 （組織運営の基本事項） 

第２条の２ 前条に定める協議会の目的を達成するため、その基本となる事項を次のと

おり定める。 

（１）  地域の多くの人々の参画を図り、地域に根差した「身近な自治」の中心的な推

進役をめざす。 

（２）  まちづくりビジョンを策定し、地域の多様なニーズに応える各種事業及び活動

を実施する。 

（３） 公正でかつ透明性の高い協議会の組織運営を図る。 

（事業等）  

第３条 協議会は、次の事業及び活動（以下「事業等」という。）を行う。 

（１） まちづくりビジョンの策定及び実施。 

（２） 明石市等行政機関から委託を受けた各種事業等の実施。 

（３） 野々池中学校区のボランティア団体が実施する事業等への参加及び協力。 

（４） その他、目的を達成するために必要と認められる事業等の実施。 

（構 成） 

第４条 協議会は、別表に掲げる団体等をもって構成する。 

 

第２章 総会及び役員会 

（総 会） 

第５条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

２ 総会は、前条に定める団体等から選出された委員（以下「委員」という。）をもって

構成する。 

３ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

（定期総会） 

第６条 定期総会は、毎年度１回会計年度終了後、２カ月以内に開催する。ただし、 

 特別の理由があるときは、この限りでない。 

 （臨時総会） 

第７条 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、又は委員の過半数の者から請求があ 
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 ったときは、速やかに開催しなければならない。 

 （総会の議決事項） 

第８条 総会は、次の事項を議決する。 

（１） 規約の制定及び改廃に関すること。 

（２） まちづくりビジョン及び第２３条に定めるチームに関すること。 

（３） 事業計画及び予算に関すること。 

（４） 事業報告及び決算を認定すること。 

（５）役員及び事務局長を選任に関すること。 

（６）その他必要と認める事項。 

 （総会の議長） 

第９条 総会の議長は、出席委員の互選により定める。 

 （役員会） 

第１０条 協議会に、役員会を置く。 

２ 役員会は、第１４条に定める者をもって構成する。 

 （役員会の議決事項） 

第１１条 役員会は、次の事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項。 

（２）協議会の運営に関する規則等の制定及び改廃に関すること。 

（３）顧問を置くこと及び事務局職員（事務局長除く。）を採用に関すること。 

（４）その他必要と認める事項。 

 （役員会の議長）  

第１２条 役員会の議長は、会長とする。 

 （会議の成立及び議決） 

第１３条 総会及び役員会（以下｢会議｣という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員又は役員（以下｢委員等｣という。）の過半数の出席がなければ、開 

 くことができない。ただし、他の委員等を代理人として、表決を委任する場合にあっ

ては、出席したものとみなす。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 天災地変又はその他やむを得ない理由により総会を開催するいとまがないときは、

書面による開催又は役員会に議決を委任することができる。ただし、この場合、会議

の内容について、会長は第５条に定める委員全員に対し、その結果を報告しなければ

ならない。 

第３章 役員等 

 （役 員） 

第１４条 役員は、次の者とする。 

（１） 会長    １名 

（２） 副会長   ３名 

 (３)  理事    若干名 

(４)  幹事    若干名 
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２ 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 役員の再任は、妨げない。 

 （職 務） 

第１５条 役員は、次の職務を行う。 

（１） 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

（２） 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

を代理する。 

（３） 理事は、会務に参画するとともに、対外交渉の補佐や様々な助言を行う。 

（４） 幹事は、会務に参画するとともに、総会の議決事項を審議する。 

（選任方法） 

第１６条 役員は、総会において委員の互選により定める。 

 (顧 問) 

第１７条 協議会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、協議会の重要な事項について意見を述べ、又は助言する。 

 

第４章 まちづくりビジョンを策定する会議 

 （会 議） 

第１８条 まちづくりビジョンを策定するため協議会に、次の会議を置く。 

（１）全体企画会議 

（２）まちづくりビジョン策定チーム（各種実行委員会を含む。） 

（３）プロジェクト会議 

（４）三役会 

 （企画会議の構成） 

第１９条 全体企画会議（以下「企画会議」という。）は、まちづくり協議会が開催に

係る企画に関係する自治会、まちづくりビジョン策定チーム（以下「チーム」とい

う。）、及びプロジェクト会議の代表者をもって構成する。 

企画会議の開催については、三役会で決め、会長及び副会長が必要と判断した時に開

催できるものとする。 

 （企画会議の役割り） 

第２０条 策定会議は、次の事項を協議し、その結果をとりまとめ、協議会に提案する。 

（１）チーム、プロジェクト会議及び各種実行委員会のまちづくり案を調整し、総合的

な校区のビジョン（未来像、目標、推進方策等）を策定すること。 

（２）まちづくりビジョン冊子を編集すること。 

（３）その他必要と認める事項。 

 （チームの構成） 

第２１条 チームは、協議会等が推せんする者及び公募による地域住民をもって構成す

る。 

（チームの役割り） 

第２２条 チームは、次の事項を協議し、その結果をとりまとめ策定会議に提案する。 
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（１）分野ごとに、校区のまちづくりビジョン（未来像、目標、推進方策等）を策定す

ること。 

（２）その他必要と認める事項。 

 （チームの種類） 

第２３条 チームの種類は、総会において定める。 

 （プロジェクト会議） 

第２４条 プロジェクト会議は、都市・生活基盤の整備等多分野にわたるビジョン策等

協議会が必要と認めるときに設置する。 

 （三役会） 

第２５条 三役会は会長・副会長・事務局長の三役によって行われる。三役会は三ヶ月

に一回開催し、次の三ヶ月の予定の確認及び全体企画会議の実施事項の決定を行う。

また、別途必要と判断した場合、会長・副会長が招集できるものとする。 

 （会議の運営等） 

第２６条 策定会議、チーム及びプロジェクト会議の運営等に必要な事項については、

別に定める。 

 

第５章 受託事業等 

 （受託事業等） 

第２７条 明石市等行政機関から受託を受けた事業及び野々池中学校区のボランティア

団体が実施する事業等については、これらの計画に従い、積極的に参加、協力する。 

 

第６章 事務局 

 （事務局） 

第２８条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局の組織は、次のとおりとする。 

（１）事務局長   １名 

（２）企画・調整担当、庶務担当、会計担当、広報担当   若干名 

３ 事務局長は、協議会の事務を掌理するとともに、協議会の会計処理を行い、鳥羽小

学校区コミュニティ・センター及び他団体等との連絡調整を行う。 

４ 事務局長の選任については、第８条第５号の規定により総会で、その他の事務局職

員の採用にあっては、第１１条第３号の規定により、役員会の議決を得なければなら

ない。 

５「明石市地域事務局支援事業」に基づく前項に定める事務局長等職員の採用にあたっ

ては、あらかじめ、別に定める「鳥羽まちづくり協議会事務局職員採用規則」による

手続きを得なければならない。 

６ 第２項第２号に定める職員の具体の事務内容等については、別に定める「鳥羽まち

づくり協議会事務局運営規則」によるものとする。 

 

第７章 会計 

 （会計年度） 
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第２９条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終る。 

 （収 入） 

第３０条 収入は、会費、各種補助金、委託金、寄付金等とする。 

 （支 出） 

第３１条 支出は、協議会の事業等を執行するために必要とする経費及び協議会と密

接な関係のある団体に対する助成金等とする。 

 （予算、決算） 

第３２条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて予算及び決算に計上し

なければならない。 

 （会 費） 

第３３条 自治会の会費は、会員１人当り１５０円とし会員数に乗じて得た数とする。 

２ 自治会以外の会費については、別に定める。 

 （会計監査） 

第３４条 会計監査は、決算の状況を審査し、総会にその結果を報告する。会計監査は

委員の中から２名を選任する。 

 （財産の取得、管理、処分） 

第３５条 積立金及び現金は、金融機関への預金又はその他安全でかつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

２ 物品を購入しようとするときは、原則として少なくとも２人以上の者から見積を

徴し、最低価格を提示した者と契約する。ただし、１件５万円未満の場合は、この限

りでない。 

３ 物品は、亡失又はき損等がないよう善良な管理を行わなければならない。 

４ 使用に耐えなくなった物品又は必要のない物品は、売払い又は廃棄処分するもの

とする。 

 

    第８章 書類の保存等 

 （書類の保存） 

第３６条 協議会の会計に関する書類及びその他重要と認められる書類の保存年限は、

原則として５年とする。 

 （情報公開） 

第３７条 協議会は、地域住民から関係書類の公開請求があった場合は、役員会におい

て定めるものとする。 

 

 （補 則） 

第３８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、規則等

で定める。 
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附 則 

   １． この規約は、平成１９年７月１日から施行する。 

   ２． 平成２０年５月２５日一部改正 

   ３． 平成２５年５月１９日一部改正（自治会からの会費の単価改正） 

   ４． 平成２７年６月 ７日一部改正（「組織運営の基本条項」の追加他） 

   ５． 平成２９年６月１１日一部改正（「理事」の追加他） 
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別表（第４条関係）   

区  分 団    体    名    等 

自 治 会 

旭が丘北自治会 

小久保 1・３丁目自治会 

鳥羽野々上自治会 

西明石北町自治会 

松の内自治会 

明南町自治会 

福 祉 関 係 

鳥羽校区高年クラブ連合会 

鳥羽校区民生児童委員 

ボランティア小鳥の会 

鳥羽小学校地区社会福祉協議会 

かまだクリニック 

はまな歯科医院 

青 少 年 関 係 

野々池中学校 

鳥羽小学校 

鳥羽幼稚園 

鳥羽保育所 

野々池中学校ＰＴＡ（鳥羽校区） 

鳥羽小学校ＰＴＡ 

鳥羽幼稚園ＰＴＡ 

鳥羽校区子ども会育成者連絡協議会 

野々池地区愛護協議会（鳥羽校区） 

青少年補導委員会野々池班（鳥羽校区） 

スクールガード鳥羽 

防 災 ・ 防 犯 関 係 
明石防犯協会鳥羽支部 

明石市消防団西鳥羽班・西明石班 

環 境 ・ 美 化 関 係 
鳥羽校区ゴミ減量推進協議会 

明石市保健衛生推進協議会（鳥羽校区） 

人 権 推 進 関 係 野々池地区人権教育研究協議会（鳥羽校区） 

ス ポ ー ツ 関 係 
スポーツクラブ２１・鳥羽 

子ども地域スポーツクラブ 

事 業 者 
商友会 

コープ西明石 

ボランティア経験者 「協議会」が推せんする者 

 


