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平福地域づくり協議会は

来春から大きく変わります。
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解決策実施、活動支援、広報活動、スケジュール調整、共催提案　等活動予定報告、問題点提出、予算申請　等

各集落 任意団体

※ここに掲載されている任意団体名は一例です。任意団体としての登録を希望される団体は平福地域づくり協議会までお知らせください。
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地域づくり協議会の組織形態と規約の変更について

新組織図

平福地域づくり協議会規約

平 素は、地域づくり協議会の活動にご理解とご協力を賜

り誠に有難うございます。

平成18年に組織された「平福地域づくり協議会」も今年で

7年目になります。諸先輩方の英知と努力により今日まで引き

継がれて来ましたが、昨今の平福地域の状況は人口の減少と

高齢化により地域づくり協議会の運営に支障をきたす状況と

なってきました。ある自治会では１人の人が３役もしていただ

いている方もあります。

その現状を憂慮し今まで引き継がれて来た「地域づくり協議

会」の組織と役員数、行事等を見直し検討してはどうかと、平

成24年の定期総会において「郷土を考える会」の皆様から提

案され、総会の場において承認されました。

それを受けて「平福地域づくり検討委員会」を23名のメン

バーで立ち上げ、以後６回の検討委員会を開催しました。こ

の検討委員会を開催するための準備委員会を「郷土を考える

会」の皆様には14回も開催いただきご苦労願いました。

その６回の検討委員会で議論し、来年度以降の協議会の

組織形態と規約の変更について案がまとまりましたので、11

月14日に「平福地域づくり協議会臨時総会」を開催し、検討

委員会の協議内容を報告し、地域づくり協議会の「形態変更」

と「規約改正」の承認をいただきました。今まで諸先輩方に

より引き継がれてきた地域づくり協議会ですが、今の平福地域

の状況を考え、これからの地域づくり協議会のよりスムーズな

運営を考慮し、今回の決定となりました。なにとぞご理解いた

だき、これからも皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

臨時総会で承認された内容は以下の通りです。

第 1 条 （名称および構成）

　本会は、平福地域づくり協議会（以下「協議会」という）と

称し、平福地域内に居住する住民及び平福地域関係者によっ

て構成する。

第 2 条 （目的）

　この協議会は、「協働のまちづくり」の精神に沿い、地域住

民の交流と地域の文化、教育、健康、福祉、産業等の活性

化を促進すると共に、環境の保持、防災体制の確立、次世代

育成、地域課題の解決に向けた取り組みを実践しながら、平

福地域の地域づくりに寄与することを目的とする。

第 3 条 （組織）　

　協議会は、平福地域で選任された以下の者で組織する。

(1) 自治会長

(2) センター長

(3) 活動推進員

(4) 書記委員

第 4 条 （任意団体）

　任意団体とは、平福地域内に拠点を置き活動するグループ

で協議会に登録を行った団体によって構成する。

(1) 任意団体は、団体名、代表者、所在地、活動内容、その

他協議会で必要とする事項を登録しなければならない。

(2) 任意団体の登録期間は4月1日から翌年3月31日とし、毎

年更新する。

第 5 条 （活動内容）

　協議会は、目的の趣旨に沿って以下の活動を行う。

(1) 地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関すること。

(2) 自治会活動との連携に関すること。

(3) 生活環境の保全・向上に関すること。

(4) 防災、防火、防犯に関すること。

(5) 青少年育成に関すること。

(6) 地域の問題点を把握・周知し解決に向け活動すること。

(7) 各任意団体の登録と援助。並びに連携の手助けをすること。

(8) センターの運営に関すること。 （裏面へ続く）
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(9) その他協議会の目的達成のため必要な事業。

第 6 条 （事務局）

　協議会の事務局は平福地域福祉センター内に置き、セン

ター長と書記委員によって構成。以下の活動を行う。

(1) 協議会の資料並びに議事録の作成。

(2) 各任意団体の登録ならびに問題点の整理。

(3) 各集落、団体、平福全体の年間行事の把握。カレンダー

作成。

(4) 地域全体への広報活動。

(5) その他協議会の目的達成のため必要な事業。

第 7 条 （総会）

(1) 総会は、協議会と登録した任意団体の長で構成し、会長

が招集する。

(2) 総会は、定数の過半数以上（委任状も含む）の出席がな

ければ成立しない。

(3) 総会の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合

は議長の決することとする。

(4) 議長は協議会の会長が選任する。

(5) 総会は協議会の最高議決機関であって、毎年1回の定時

総会を開催する。

(6) 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は会員と登録

任意団体の合計数の3分の1以上の請求があった場合に、

その都度開催することができる。

(7) 総会は、次の項目を協議決定する。

　①事業計画及び予算、事業報告並びに決算に関すること。

　②協議会の役員選出に関すること。

　③その他協議会の運営に関する重要事項。

第 8 条 （会議）

　協議会は、以下の会議を必要に応じて随時開催することが

できる。

(1) 協議会全員と必要に応じて案内した任意団体との会議。

(2) 第9条に定める協議会役員（監事を含まない）による役員

会

(3) 事務局会議

(4) その他必要に応じた会議。

第 9 条 （役員）

　協議会は、次の役員を置く。

(1) 会長 1名（自治会長会の互選）

(2) 副会長 1名（自治会長会の互選）

(3) センター長 1名

(4) 会計 1名（書記委員の互選）

(5) 活動推進員長 1名（活動推進員の互選）

(6) 書記長 1名（書記委員の互選）

(7) 監事 2名

第 10 条 （役員の役割）

(1) 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えのあるときはそ

の任務を代行する。

(3) センター長は、事務局の長であり協議会の調整役として事

務・事業を統括・執行する。また対外的交渉の任を負う。

(4) 会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を行う。

(5) 活動推進員長は活動推進員を代表し活動全般を統括する。

(6) 書記長は書記委員を代表し委員の活動全般を統括し、セ

ンター長を補佐する。

(7) 監事は、協議会の会計監査を行う。

第 11 条 （役員の任期）

　役員の任期は1年。センター長のみ任期は3年以上とし、総

会をもって承認する。ただし、役員がやむを得ず任務を遂行で

きない場合は、すみやかに協議会で後任を決定する。その際、

補欠により選任された場合の任期は前任者の残任期間とする。

改選による再任は妨げない。またセンター長は就任期間中、各

集落内の役職扱いとする。

第 12 条 （経費）

　協議会の経費は、町からの助成金とその他の収入をもって

これにあてる。

第 13 条  （会計）

　会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 14 条 （会計監査）

　協議会の会計監査は、会長、センター長、会計立会いの

下監事2名が行う。

第 15 条 （規約の改廃）

　この規約は、総会において過半数の議決により改廃すること

ができる。

第 16 条 （補則）

　この規約に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、

会長とセンター長が協議して別に定めるものとする。

1（発足の年月日）

本組織の発足日は、平成18年5月14日とする。

2（施行期日）

協議会の規約は、平成18年9月3日から施行する。

3（規約改正）

協議会の規約を平成24年11月14日に改正、承認する。

4（施行期日）

協議会の新規約を平成25年4月1日から施行する。

第 1 条 （役員の選出と承認）

(1) センター長と監事を除き協議会の役員は任期を1年とし、

年度当初の総会に於いて自治会長、各委員の互選によっ

て決定。総会で承認する。

(2) 監事は、前年度の会計と退任された自治会長またはセン

ター長に協議会長が依頼し、総会に於いて承認する。

(3) センター長は任期を3年以上とし、次年度の退任の意向を

固めた場合は10月末までに協議会長に報告をする。

(4) センター長から報告を受けた協議会長

は、速やかに協議会を開催し、12月末

までに次期センター長を決定、承認す

る。選出方法は協議会に委ねる。

第 2 条 （協議会への登録）

(1) 活動推進員並びに任意団体は、毎年各

集落並びに団体について協議会へ登

録を行わねばならない。

(2) 登録は事務局によって、1月1日から2月

末日までの期間に収集し記録、保管する。

(3) 協議会への登録内容

①任意団体の代表者の氏名。

②任意団体の所在地、並びに連絡先。

③集落、任意団体の本年度の活動内容。

④集落、任意団体の次年度の活動予定。

⑤集落、任意団体から見た平福地区の

問題点、要望等。

⑥必要ならば、集落、任意団体の活動

補助金の要望申請。

⑦その他協議会が必要とすること。

(4) 協議会は、登録された内容を踏まえて

4月1日より総会までに前年度の事業報

告、決算並びに本年度の事業計画、予

算計画を作成する。

◇ 地域づくり協議会は、構成団体から申告された活動予定をもとに「ひらふくカレンダー」を作成、　 それを基に必要に応じて個々の連携援助・スケジュール調整を実施する。

◇ 地域づくり協議会は、構成団体からの活動予定申告を促すためにも、広報活動など積極的にその活動を支援する。

基本的な考え方

◇ 協議会は地域の問題点を把握、共有し、この解決にあたる。地域で解決できない問題点は行政等関係団体に嘆願する。

◇ 地域づくり協議会は、構成団体の活動を支援するものであり、決してその活動を強要するものではない。

◇ 構成団体は必ずしも予算を申請する必要はないが、活動予定、活動報告は申告することが望まれる。
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平福地域づくり協議会規約の補足 要綱


