〈別紙〉 六甲アイランドＣＩＴＹ自治会規約
旧規約 （改正前）
（目的）
第１条

新規約
第１条

住民の創意による活気と魅力ある安全なまちづくりを目的とする。

気と魅力ある安全、安心なまちづくりを目的とする。

本会は六甲アイランドＣＩＴＹ自治会と称し、事務所は神戸市東灘
区向洋町中 2 丁目 8 番地「ＲＩＣふれあい会館」に置く。

（所在地）
第２条

本会の会員は、六甲アイランドの管理組合会員の店舗を含む住宅区
域に居住する世帯をもって組織する。

（会員）
第３条

本会の会員は居住と同時に会員資格を有し、転居したときに会員資
格を失う。

３
４

本会の会員はこの規約に基づき次のことができる。
①

総代会および役員への立候補

業参加、総代を通じて意見を述べることができる。

②

本会の事業参加

本会の会員は所定の会費納入、規定に定められた事柄の順守義務を

③

総代又は役員を通じて意見と要望の提出

３

六甲アイランド所在の企業、事務所等は賛助会員になることができる。

第４条

本会の会員は所定の会費を納入し、六甲アイランドＣＩＴＹ自治会

②

行政との協力および連絡調整に関する活動

①

住民の福祉増進と親睦、互助に関する活動

③

火災消火、災害予防、暴力追放、路上駐車・迷惑駐輪追放、放置塵

②

行政との協力および連絡調整に関する活動

埃清掃など生活環境整備と向上に必要な活動

③

生活環境維持と向上に必要な活動

④

青少年育成に関する活動

④

青少年育成に関する活動

⑤

その他本会の目的達成に必要な活動

第４条

⑤

その他本会の目的達成に必要な活動

２

会長

１名

②

副会長

若干名

③

会計

１名

④

監事

２名

⑤

街区代表者

各街区毎に１名

⑥

部長

各部１名

⑦

副部長

若干名

上記事業遂行のために、役員会において予算作成し総代会の承認を

（役員）
但し再任を妨げない。なお欠員および交替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。
２

広報部…ホームページの作成・更新・管理、六甲アイランドだよりの編集・

第６条
２

管理組合毎に概ね１００戸当たりにつき１名とする。

役員は本会の活動に参加、協力し意見要望を述べる。
管理組合代表者は、役員会等で意見、要望を述べるとともに、各街

第７条

本会役員の選任は次の方法による。
１

役員は管理組合毎に選任し、総代会で承認する。但し、必要に応

２

管理組合代表者は、原則として管理組合理事長が就任する。

生活安全部…防犯活動、防災福祉コミュニティの運営、青少年補導など。

３

役員は第１１条に規定する各部に原則として所属する。

第８条

本会の執行役は次のとおりとし、役員の中から選出される。任期は
役員に準ずる。

１

会長は、本会を代表し会務を総括する。

①

会長

１名

２

副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは副会長の互選により

②

副会長

若干名

その職務を代理し会長が欠員のときはその職務を代行する。

③

会計

１名

３

会計は、本会の会計を掌理する。

④

部長

各部１名

４

監事は、本会の事業（業務）と会計を監査する。

⑤

副部長

各部若干名

５

街区代表者は、各街区住民の意志を反映するため、各街区管理組合
理事会において本会活動の現状報告をする。

６

部長、副部長は各専門部を掌理する。

７

役員は街区代表者を補佐するとともに、本会の運営に積極的に参加

第９条

１

会長は、本会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あるときは副会長の互選に
よりその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代行す
る。会計に欠員のあるときは副会長が代行する。

抜粋。
ⅱ) 新たに、会計欠員時の代行者を定
めた。

３

会計は、本会の会計を管理し取りまとめる。

ⅲ) 若干、表現を改定。

役員は各街区毎に会員の中から、総代会で決定する。ただし、必要

４

部長は担当する専門部を管理し取りまとめる。

ⅳ) 表現を改定した。

に応じ会長が指名することが出来る。街区代表、街区役員が総代会

５

副部長は部長を補佐する。

ⅴ) 新たに、副部長職務を規定した。

２

会長、副会長、会計、監事は役員の互選により選任する。

３

街区代表者は、各街区毎に原則として管理組合理事長が就任する。

４

部長、副部長は各部において互選により選任する。

５

役員は各部に必ず所属する。

（報酬）
本会役員は無報酬とする。
ただし、会務の必要性による交通費、会費、および研修費は支給する。

（執行役の選任）
第10条 本会執行役の選任は次の方法による。
会長、副会長、会計、部長、副部長は役員の互選により会計年度終
了までに役員会にて選任し、総代会で承認する。

ⅰ) 旧７条から、｢執行役｣の該当部分を
抜粋。
現行の選任手順を改めて明確に規
定した。

（部会）
第11条

本会に次の会と部を置く。

ⅰ) 旧５条から、該当部分を抜粋。

①代表者会

管理組合代表者による各管理組合の情報交換など。

ⅱ)「代表者会」を新たに規定。

②総務部

庶務・財務全般、会議の招集・進行、議事録の作成

③広報部

ホームページの作成・更新・管理、六甲アイランド

④事業部

サマーイブニングカーニバル、文化フェスティバル、

⑤環境部

環境保全、緑化、美化の推進など。

保管など。

（顧問）
第９条

ⅰ) 旧６条から、｢執行役｣の該当部分を

本会役員の選任は次の方法による。

以後に交代した場合は、直近で開催された役員会で承認する。

第８条

ⅰ) 旧５条から、｢執行役｣の該当部分を
抜粋。表現を改め明確化した。

本会執行役の職務は次のとおりとする。

（役員の選任）
１

現を改め明確化した。

（執行役の職務）

する。

第７条

ⅰ) 旧７条１項 , ３項 , ５項を集約、表

（執行役）

本会役員の職務は次のとおりとする。

第６条

現を変更。

以後に交代した場合は、直近で開催された役員会で承認する。

ウオーク、ラジオ体操等の企画・運営など。

（役員の職務）

ⅰ) 旧６条７項 , ５項を集約、若干の表

じ会長が指名することが出来る。管理組合代表者・役員が総代会

環境部…環境保全、緑化、美化の推進など。
各街区毎に若干名

【新５〜１７条に、総代･役員･執行役･
監事毎に その機能･職務･選出方法を
明示した。】
ⅰ) 役員｢交替｣時の残任期間を明示。
ⅱ) 新たに、役員選出数の考え方を明示
した。

（役員の選任）

事業部…サマーイブニングカーニバル、文化フェスティバル、シティヒル

役員

ⅱ) 新たに追加し、明確化した。

区管理組合理事会において本会活動の報告をする。

発行、本会の広報に関することなど。

⑧

ⅰ) 表現を簡素化した。

（役員の職務）

本会に次の部を置く。
総務部…庶務・財務全般、会議の招集・進行、議事録の作成保管など。

ⅲ) 若干、表現を変更した。

本会は、第１条の目的を達成するために次の事業を行う。

第５条 役員は本会の役員会を構成し、任期は本会会計年度の１年とする。

①

ⅱ) 新３条２項を追加し、明確化した。

得る。

第５条 本会の役員は次のとおりとし任期は１年とする。ただし再任を妨げ
する。

( 員 ) 単位｣へ改定。

（事業）

住民の福祉増進と親睦、互助に関する活動

ない。なお欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間と

基本的な事項に変更は無い。

六甲アイランド所在の企業、事務所等は賛助会員になることができる。

①

（役員）

若干、表現を変更した。

規約（以下｢規約｣という）の遵守義務を負う。
４

本会は、第１条の目的を達成するために次の事業を行う。









員で構成する。
２

（事業）

改正点など

ⅰ) 会員資格を｢居住世帯｣⇒｢管理組合
本会は、六甲アイランドの管理組合単位をもって組織し、管理組合

本会の会員はこの規約に基づく総代および役員への希望、本会の事

負う。
５

本会の所在地は神戸市東灘区向洋町中２丁目８番地「ＲＩＣふれあ
い会館」とする。

（会員）

２

六甲アイランドＣＩＴＹ自治会（以下｢本会｣という）は六甲アイラ
ンド住民の相互親睦と生活環境の向上を図り、住民の創意による活

（名称と事務所）

第３条

(改正後)

（名称と目的）
本会は六甲アイランド住民の相互親睦と生活環境の向上を図り、

第２条

改正案

本会に役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

２

顧問は役員と兼務することはできない。

３

顧問は会長が必要とする場合は会議に出席、意見を述べることがで

だよりの編集・発行、本会の広報に関することなど。
シティヒルウォーク、ラジオ体操等の企画･運営など。

きる。

⑥生活安全部 防犯、防災活動など。

ⅲ) 表現を簡略的に改定した。

⑦青年部

ⅳ)「青年部」を新たに規定。

青年のコミュニティづくりの推進など。ＲＩＣ青年会
を取りまとめる。
（原則４０歳以下とする。）

2013（平成25年）年5月30日
（木）

旧規約 （改正前）
第10条
２

本会に役員会の承認を得てボランティアグループを置くことができる。

第12条

支給する。
（監事）
第13条

神戸市との協定書に基づくＲＩＣローズガーデンの維持管理
③自治会が承認した住民ボランティア

本会の会議は次のとおりとする。

１

部長会議は、原則として毎月１度会長が招集し議長となる。

２

役員会議の開催は、原則として毎月１度会長が招集し議長となる。
委任状出席を含め構成員の過半数の出席で成立し、本会の運営に必
要な事項を審議するが出席者の過半数の賛成により決定する。

監事は、本会の事業と会計を監査し総代会にて監査報告を行う。

３

監事は２名とする。

顧問は役員と兼務することはできない。

３

顧問は会長が必要とする場合は会議に出席、意見を述べることがで

（ボランティアクループ）
第15条

本会に役員会の承認を得て以下のボランティアグループを置くこと
ができる。

ともに、

各部会議には、他部の役員が出席することができる。

ボランティアグループは原則として会長直轄とし、ボランティアの

新たに｢ＲＩＣ青年会｣を追加した。

人員については必要数を募集等により確保する。
①ＲＩＣふれあい会館ボランティアグループ

総代会は本会の最高決議機関であり、次により開催する。

ＲＩＣふれあい会館の運営管理。

定時総代会は毎年１回事業年度終了後４ヶ月以内に、臨時総代会は

②ＲＩＣローズガーデンファミリー
神戸市との協定書に基づくＲＩＣローズガーデンの維持管理
③ＲＩＣ青年会

成立する。
総代は各街区の代表として出席するともに、役員に就任できる。

４

総代会における議決は、委任状出席を含め過半数の賛成により決する。

18 歳以上 40 歳以下で構成し、地域社会の次世代を担う者として
研鑽を積み、地域社会に貢献するための活動を行う。
④自治会が承認した住民ボランティア

ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。
５

総代会の議長は出席総代の互選により選出する。

６

総代会議事の経過および結果を記載した議事録を作成、議長ならび

（会議）

（総代会の審議事項）
前期事業報告および決算報告

２

次期事業計画および収支予算

３

規約改正に関する事項

４

役員選任または解任

５

その他特に必要な事項

本会の会議は次のとおりとする。

ⅰ) 旧 11 条を改定・再整理した。

１

ⅱ) 部長会議を｢執行役会議」に改めた。

２

ⅲ) 表現を若干変更。

数の賛成により決定する。
３

代表者会議は、必要に応じて会長が招集し議長となる。

４

各部会議は、必要に応じて部長が招集し議長となる。

ⅳ)｢代表者会議｣を追加規定した。

（総代会）

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌３月３１日に終る。

第17条

総代会は本会の最高決議機関であり、次により開催する。
１

会計年度が終了したときは、すみやかに決算を行い監事の監査を受

ⅰ) 旧 12 条を改定・再整理した。

定時総代会は毎年１回事業年度終了後４ヶ月以内に、臨時総代
会は必要に応じて役員会の議決により、会長が招集しそれぞれ

け総代会の承認を受けなければならない。

開催する。
２

（経費）

総代は、会員から管理組合毎に概ね３０世帯につき１名の割合

ⅱ)｢各街区」を｢管理組合｣に表現変更。

で立候補者を優先して選出する。

本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。
３

会費は一世帯月額１５０円とし、原則として各街区管理組合を通じ

総代会は、総代で構成し委任状出席を含め総代の過半数の出席
で成立する。

毎月末までに本会所定口座に振込む。
４

納入された会費は返戻しない。

総代会における議決は、委任状を含む出席者の過半数の賛成に

ⅲ) 若干の表現を変更。

より決定する。

（細則）
第16条

役員会議の開催は、原則として毎月１回会長が招集し議長となる。
委任状出席を含め役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半

（会計年度）

３

執行役会議は、原則として毎月１回開催し、役員会の議題等を
審議する。

総代会は次の事項につき審議する。

１

ⅱ) 表現を修正。

清掃、駐輪整理など

第16条

に総代２名が署名捺印する。

但し、ＲＩＣふれあい会館の管

理・運営規則は別に定める。

総代会は、会員から各街区毎に概ね３０世帯につき１名の割合で立

３

２

ⅰ) 旧 10 条を基本的にそのまま移すと

各部会議は、必要に応じて部長が招集し議長となる。

候補者を優先して選出した総代で構成し、構成員の過半数の出席で

第15条

ⅰ) 旧９条を、そのまま移した。

きる。

必要に応じて役員会の議決により、会長が招集しそれぞれ開催する。

２

本会に役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

２

（総代会）

第14条

分を抜粋。

２

第14条

（会議）

第13条

ⅰ) 旧５条、６条から「監事」該当部

（顧問）

ゴミ拾い、自転車整備など

２

本会に役員の中から会計年度終了までに選任し監事を置く。任期は
役員に準ずる。

②ＲＩＣローズガーデンファミリー

１

改正点など
ⅰ) 旧８条に、若干の字句追加した。

ては必要数を募集により確保する。

理・運営規則は別に定める。

第12条

本会役員は無報酬とする。
ただし、会務の必要性による交通費、会費、宿泊費および研修費は

ＲＩＣふれあい会館の運営管理。ただしＲＩＣふれあい会館の管

３

(改正後)

ボランティアグループは会長直轄とし、ボランティアの人員につい
①ＲＩＣふれあい会館ボランティアグループ

第11条

新規約
（報酬）

（ボランティアグループ）

但し、賛否同数の場合は議長が決定する。

本会の運営に必要な事項で、この規約に定めていない事項については
その都度役員会で定める。
[ 附則 ]

５

総代会の議長および書記は役員会での互選により選出する。

６

書記は総代会議事の経過および結果を記載した議事録を作成す

平成 9 年６月29日一部改正

平成10年７月５日一部改正

平成13年７月１日一部改正

平成15年７月６日一部改正

平成16年７月４日一部改正

平成19年７月８日一部改正

平成23年６月５日一部改正

く、
｢役員会｣での互選と規定した。

る。議事録は議長ならびに総代２名が署名捺印する。

本会の規約は平成４年４月１２日から実施する。

平成 6 年７月８日一部改正

ⅳ) 書記を含め、選出を｢総代会｣ではな

（総代会の審議事項）
第18条

総代会は次の事項につき審議する。

ⅰ) 旧 13 条を、そのまま移した。

①前期事業報告および決算報告
②次期事業計画および収支予算

平成24年６月10日一部改正

③規約改正に関する事項
④役員選任または解任
⑤その他特に必要な事項
（会計年度）
第19条
２

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌３月３１日に終る。

ⅰ) 旧 14 条を、そのまま移した。

会計年度が終了したときは、すみやかに決算を行い、監事の監査を
受け総代会の承認を得なければならない。

（経費）
第20条 本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。

ⅰ) 旧 15 条１項を、新 20 条として分離。

（会費）
第21条

会費は管理組合員一戸当たり月額１５０円とし、各街区管理組合を
通じ原則として毎月末までに本会所定口座に振込む。

２

ⅰ) 旧 15 条 ２ 項 , ３ 項 を、新 21 条 と
して独立、字句修正し明確化した。

納入された会費は返戻しない。

（細則）
第22条

本会の運営に必要な事項で、この規約に定めていない事項について
はその都度役員会で定める。
[ 附則 ]

本会の規約は平成４年４月１２日から実施する。

平成 ６ 年７月８日一部改正

平成 ９ 年６月 29 日一部改正

平成 10 年７月５日一部改正

平成 13 年７月１日一部改正

平成 15 年７月６日一部改正

平成 16 年７月４日一部改正

平成 19 年７月８日一部改正

平成 23 年６月５日一部改正

平成 24 年６月10日一部改正

平成 25 年６月９日一部改正

ⅰ) 旧 16 条を、そのまま移した。

