
 

新しい生活様式での自治会活動マニュアル 

（新生活マニュアル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月（初版） 

鎌ケ谷市自治会連合協議会 

 

３密を回避しましょう 衛生対策をしましょう 

マスクを着用しましょう 

体調管理をしましょう 参加者を把握しましょう 



 

市から自治会・町会長へのお知らせ  

 

令和２年２月２８日 

～４月２８日 新型コロナウイルスの対応について ①～⑥ 

・市の公共施設の利用について（５月３１日まで休館） 

・市主催のイベント・集会について（５月３１日まで中止） 

・市主催の会議について（５月３１日まで中止） 

・自治会回覧について（３月１０日、４月１０日、４月２４日 中止） 

・定期総会を書面表決や会長専決で実施するよう依頼 

 

 

令和２年５月７日  自治会回覧についてのお願い 

・自治会回覧について（当面の間 中止） 

 

 

令和２年５月２６日 新型コロナウイルスの対応について ⑦ 

・市の公共施設の利用について（６月１日より再開、定員半分） 

・市主催のイベント・集会について（１２月３１日まで中止） 

・市主催の会議について（６月１日より緊急性・必要性の高いもののみ開催） 

・敬老会を参集しないで実施するよう依頼 

 

 

令和２年６月２２日 

～８月１３日 自治会館の使用について ①～② 

・市の公共施設の利用について（１人あたり４㎡で定員決定、カラオケ等につ 

いて休止が困難な場合は感染防止対策を徹底） 

 

 

令和２年１０月２８日 

～１１月２６日 新型コロナウイルスの対応について ⑧～⑨ 

・市主催のイベント・集会について（３月３１日まで中止） 

・自治会回覧について（３月３１日まで中止） 

・門松カードは希望する自治会のみ配布 

 

 

令和３年１月８日  新型コロナウイルスの対応について ⑩ 

・市の公共施設の利用について（緊急事態宣言中の夜間利用は中止） 

・市主催の会議について（緊急事態宣言中の会議は中止） 

 

 

 

 

 

 

 



 

はじめに 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市等から提供された情報を取りまと

めました。 

これからの自治会活動は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を取

り入れながら、安全・安心な暮らしにつなげていくことが大切になります。 

新型コロナウイルスについては、解明されていないことが多いので、どう対処すれ

ば良いのか正解が無い中では、とりあえず、３密（密閉・密集・密接）を避ける等の

対応を継続していきながら、新たな活動方法を模索していきましょう。 

今後も適宜マニュアルを追加・修正していくため、ご意見・ご要望は随時受け付け

ておりますので、よろしくお願い致します。 
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（１）自治会館等の使用について 
 

自治会館等については、市の公共施設（コミュニティセンター、公民館、学習セン

ター等）のルールに準じて使用しましょう。市のルールは、感染状況に応じて変わる

場合があるので、ご注意ください。 

 

施設管理者へのお願い 

① 定員の制限 

  各部屋での活動が密にならないようにしましょう。 

  

【目安】 

洋室：４㎡あたり１名 

和室：２畳あたり１名 

または、3.14 ㎡の円で 

身体的距離を確保すると考えて、部屋の面積÷3.14 で定員を計算します。 

 

② 利用目的の制限 

  ２ｍ以上の身体的距離（ソーシャルディスタンス）が確保できない活動につい

ては、感染防止対策を利用者（利用団体）に講じてもらった上で、施設管理者が

使用の可否を判断しましょう。 

  

 

 

 

 

③ 食事の禁止（水分補給を除く） 

  熱中症予防のためにも水分補給は各自で用意（ペットボトル・水筒等を持参）

してもらいましょう。給湯室、調理設備の使用を認める場合でも、食事は禁止と

しましょう。調理した料理等は各自で持ち帰り、食中毒防止の観点から、持ち帰

った料理は早めに食べてもらうように伝えましょう。なお、使用した茶具や調理

器具等はきれいに洗うように説明しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

会食は、対面しながら、おしゃべり

をする機会が増えるため、感染症に

なりやすい状況が発生します。 

会員を午前と午後の半分ずつに

分けて密にならないように利用

しましょう。 



④ 長時間滞在の禁止 

  利用者個人が３時間を超えて施設を利用することは禁止しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理者と利用者へのお願い 

① 来館手順 

 

 

 

 

 

  手指消毒     名簿への記入     検温 

 

 

② 利用者への確認事項 

  施設を利用する際は下記の項目を確認しましょう。該当する場合は利用を禁止

しましょう。 

 

 

２ 

来館時、施設管理者が利用者に確認すること 
どちらかに〇を

つけてください 

１ 
マスクは着用していますか。 

（但し、未就学児の着用は保護者判断とします。） 
はい いいえ 

２ 37.5 度以上または平熱比１度超過の発熱はありますか。 はい いいえ 

３ 
体調不良ではありませんか。 

（息苦しさ、強いだるさ、軽度であっても咳や頭痛などの症状） 
はい いいえ 

４ 同居の家族で、発熱・体調不良の方はいますか。 はい いいえ 

５ 過去２週間以内に、本人または家族が海外に往来しましたか。 はい いいえ 

６ 
過去２週間以内に、新型コロナウイルスに感染した人との濃厚

接触の可能性はありますか。 
はい いいえ 

そろそろ３時間

だから片付けを

しましょうね。 

鎌ケ谷市の施設利用時間と同

様の対応としていますが、も

っと安全を考慮して自治会独

自に３時間以下の決まりを設

けても良いでしょう。 



③ 名簿の記入 

  感染者発生時に濃厚接触者の把握を行うため、利用者の氏名・住所・連絡先等

を名簿に記入してもらいましょう。名簿の情報が必要に応じて保健所等の公共機

関に提出されることを説明しましょう。保管期間は自治会の処務規程等で定めら

れていれば、それに準じ、特に定めがなければ、１カ月程度保管しましょう。個

人情報が含まれているので、保管・管理には十分気をつけましょう。また、廃棄

する際も注意しましょう。 

 

（例） 

来館者名簿                      令和 年 月 日 

利用目的  

代表者氏名 住所 連絡先 入館時間 退館時間 

   ： ： 

№ 氏名 住所 連絡先 入館時間 退館時間 

１    ： ： 

２    ： ： 

３    ： ： 

４    ： ： 

５    ： ： 

６    ： ： 

７    ： ： 

８    ： ： 

９    ： ： 

１０    ： ： 

※来館時に記入する際、行列を防ぐようにしましょう。 

 

④ 利用中の注意点 

 

【換気の実施】 

 

 

 

 

 

 【施設の消毒】      

 

 

 

 

３ 

使用した備品（机や椅子等）の消毒作業は利用者が行いましょう。 

トイレ、ドアノブ、手すりなどの共用部分は施設管理者か利用者の

どちらが消毒作業をするのかを決めておきましょう。 

原則１時間に１回１０分の換気をし、 

可能な限り２方向の窓を開ける。 

但し、窓を開けるのが難しい日は、 

１時間に１回５分程度の換気をする。 



新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応 

自治会活動において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応は、以下

のとおりとなります。 

 

 

① 保健所の指示に従う 

  保健所は新型コロナウイルスの感染力が最も高いと言われている、発症から２～

３日前までの濃厚接触者を特定してＰＣＲ検査を促します。発症から２～３日前ま

でに会議やイベントを実施した場合、出席者の名簿を提出する等の協力を要請され

ることがあります。 

保健所に提出された名簿に記載された個人情報は厳重に秘匿されます。 

 

 

 

② 市役所市民活動推進課へ相談する 

  自治会としての対応について、市の自治会担当課である市民活動推進課が相談に

応じます。 

 

【連絡先】 

鎌ケ谷市役所市民活動推進課地域振興係 

電話：047-445-1252（直通） 

ファクス：047-445-1400 

【受付時間】午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 



（２）掲示板による情報発信 
 

市は情報発信の重要な手段である回覧を事務委託契約に基づき自連協経由で自治会

に依頼しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、

４月から回覧の依頼を控えています。 

回覧に替わる情報発信のツールとして、掲示板を活用しましょう。意識しなくても

目に入るので、関心の薄い方や未加入者に対しても情報を伝えることができます。掲

示板の情報が定期的に更新されていることが定着すれば、注意度が上がり、情報発信

に大きな効果が期待できます。 

 

  ① 掲示する場所の注意点 
  電信柱への張り紙等は、所有者（東京電力、ＮＴＴ等）の許可が必要な場合 

があります。 

    

  屋外広告物とは ・ 常時又は一定の期間継続して 

          ・ 屋外で 

          ・ 公衆に表示されるものであって 

           看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、 

建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの 

並びにこれらに類するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 掲示する際の注意点 
   自治会の張り紙等を掲示板に貼る際は、個人情報や肖像権に注意しなけれ 

ばいけません。顔写真や個人を特定できる情報（氏名・住所・連絡先等） 

については、本人の許可を取りましょう。 

また、掲示期間や張り紙等の大きさ、内容などのルールを決めておくと 

良いでしょう。 

 

 

５ 

掲示板は自治会 

独自で設置・管理

をしましょう。 



（３）回覧板による情報発信 
 

自治会の行事の予定や活動結果を知らせたり、市からの情報を伝達する際に、回覧

板は非常に有効な情報伝達の手段となります。コロナ禍においては、感染拡大を防止

するため、全戸配布の印刷物はポスティングを、回覧する場合は手渡しを避けるなど

の工夫が必要となります。 

なお、自治会館等で複数による回覧物の仕分け作業を行う場合は、（１）自治会館

の使用について【１頁～４頁】を参考にしましょう。 

 

① 全戸配布 

 

 

 

 

 

 

 

② 班回覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 回覧板の交換・追加は自連協事務局へ問い合わせてください。 

 

       在庫状況（令和３年１月２２日現在） 

エリア 数量 

中央・中央東・北部 １０部 

南部 ２０部 

西部 ２０部 

東部 ３４部 

 

６ 

１軒ずつポスティングするのは、 

大変な作業ですが、感染症防止対策

として有効です。 

例えば、次の方に渡す際は、ポスティングをする。 



（４）家庭ごみの感染症対策 
 

自連協の環境委員会では「ごみの分け方・出し方に関する出張講座に係る地区講習

会（協働事業：クリーン推進課）」を実施してきました。 

新型コロナウイルスなどの感染症に対応するため、今まで以上に家庭ごみを出すと

きの注意点をまとめてみましたので、参考にしてください。（環境省公式ＨＰより） 

 

家庭ごみを出すときに心がける５つのこと 

 

 家庭でごみを出すときには、以下の５つのことを心がけてください。 

 

１ ごみ袋はしっかり縛って封をしましょう 

２ ごみ袋の空気を抜いて出しましょう 

３ 生ごみは水切りをしましょう 

４ 普段からごみの減量を心がけましょう 

５ 自治体の分別・収集ルールを確認しましょう 

 

 

７ 



家庭でのマスク等の捨て方 

 

 新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いがある方などが家庭にい

る場合、鼻水等が付着したマスクやティシュ等のごみを捨てる際は、以下のことを心

がけてください。 

※家族だけでなく、皆さんが出したごみを扱う市町村の職員や廃棄物処理業者の方

にとっても、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの感染症防止対

策としても有効です。 

 

１ ごみに直接触れない 

２ ごみ袋はしっかりしばって封をする 

３ ごみを捨てた後は手を洗う 

 

 
 

 

 

 

 

８ 



（５）防犯・防災活動 
 

自連協の安全委員会では地震や大風などの災害に備えるため、また、地域の安全を

守るため「防災・防犯に係る地区研修会」「自主防災組織との合同開催による地区研

修会（協働事業：安全対策課）」を実施してきました。 

 

コロナ禍においては、感染症対策を徹底するため、市が設置する指定避難所の収容

可能人数が制限されます。そのため、安全が確保できる場合は、自宅や親せき・友人

宅等で「在宅避難」することや自治会集会所を一時避難場所として使用する場合の対

策を検討する必要があります。 

 

在宅避難 

在宅避難を可能にするための準備をしましょう。 

（１）可能な範囲で資機材の整備 

（２）災害に対応できるように建物を改修 

（３）在宅避難を想定した訓練 

 

自治会の集会所（一時避難場所）における対策 

避難所運営マニュアル別冊《感染症マニュアル編》を参考にコロナ対策を検討し

ましょう。 

  

① 対策のポイント 

（１）過密状態になることを防ぐため、収容可能人数を設定する。 

  （１人あたりのスペースは、約２㎡を目安とし、ブロックとブロックの間は

２ｍの間隔を確保する。） 

（２）各ブロックをパーテーションやテントで仕切る。 

（３）収納可能人数の定員を超えた場合の優先ルールを作る。 

（４）受付で感染症のチェックをする。 

  （非接触式体温計による検温、受付チェックシート【１０頁】の記入） 

（５）感染症の疑いがある人を隔離する。（隔離するスペースを確保） 

 

 ② 対策を基に訓練を行う 

   （１）訓練所のレイアウト、受け入れ人数の優先ルール、スタッフの役割分担

を確認する。 

（２）受付の練習をする。 

 

 

９ 



（例） 

 

       自治会集会所 

受付チェックシート 

記入日：   年  月  日 

住 所：                             

連絡先：                             

氏 名：             年齢：    才  

体 温：  ℃ 

 

以下の質問の該当する項目の□にチェックをしてください。 

１ 感染が確認されていて自宅療養中でしたか？ □ 

２ 感染が確認されている人の濃厚接触者で健康観察中でしたか？ □ 

３ 過去１４日以内に、新型コロナウイルス感染患者との接触はありま

したか？ 

□ 

４ 高熱（３７．５℃以上）の熱が現在ありますか？ □ 

５ 高熱（３７．５℃以上）の熱が数日以内にありましたか？ □ 

６ 強いだるさはありますか？ □ 

７ 息苦しさ、咳や痰、のどの痛みはありますか？ □ 

８ においや味を感じにくいですか？ □ 

９ その他、感染したかもしれないと心配になる症状はありますか？ □ 

１０ 介護や介助が必要ですか？ □ 

１１ 障がいがありますか？ □ 

１２ 乳幼児がいますか？（妊娠中も含む） □ 

１３ 呼吸器疾患、糖尿病、その他の持病はありますか？ □ 

 

 

１０ 



 ③ 必要な資機材を整備する 

   （１）受付用：非接触式体温計、手指消毒液、使い捨て手袋、レインコート

（防護服の代用品）、アクリル板 

（２）避難室用：パーテーション、テント、使い捨てマスク、ハンドソープ、 

ペーパータオル、ごみ袋、消毒用ハイター、雑巾 

 

 

（６）自連協常設委員会補助事業 

 

環境委員会：ごみの分け方・出し方に関する出張講座に係る地区講習会 

福祉委員会：福祉に係る地区交流会 

安全委員会：防災・防犯に係る地区研修会 

自主防災組織との合同開催による地区研修会 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参集での研修会等が実施で

きないので、研修における物品の購入についても補助金対象と認めることになりまし

た。ただし、感染防止が最優先なので、無理をしないようにしましょう。 

 

【例１】衛生物品の購入・啓発チラシの配布等 

     ➢自治会館のコロナ対策で清掃のやり方（アルコール消毒） 

 

【例２】地区ふれあい員宛に学習資料の配布等 

     ➢福祉関係の学習資料を作成し、配布 

 

【例３】防災・防犯物品の購入・啓発チラシの配布等 

     ➢避難訓練の際、使用する非接触型検温器 
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（７）総会 
 

 総会は自治会・町会の方針を決定する最高議決機関です。総会には年１回開催され

る「通常総会」と緊急の場合などに開催される「臨時総会」があります。コロナ禍に

おいては、感染拡大の防止をするため、書面表決で開催することもあります。書面表

決のルールを予め決めておくとよいでしょう。 

 

 通常開催 書面表決 

１ 議決事項 
① 事業報告・決算  ④ 規約の改廃 

② 事業計画・予算  ⑤ その他、本会に重要な事項 

③ 役員の選任 

２ 開催前 

出席者に開催案内と総会資料を配布す

る。出席できない人からは、委任状をも

らい、規約に定められた総会成立要件で

ある定足数が満たされるようにする。 

出席者に書面表決にて開催する

案内と総会資料、書面表決書を

配布する。規約等に書面表決が

明記されていない場合は、案内

に書面表決とする理由（例：新型

コロナウイルス感染症の拡大防

止の観点等）を書き加える。 

※総会資料は、総会を開催する日もしくは書面表決書の締切日の１０日～

２週間前には配布しましょう。（議決権を行使するにあたり、十分に吟味

する時間がなかった等と開催手続きの瑕疵を指摘されないため） 

３ 会議の 

流れ（例） 

① 開会 

➢出席者が定足数に達したことを確認

し、司会者が開会を宣言する。 

② 議長及び議事録署名人の選任 

➢会場の同意を得て議長を選任する。

議事録署名人は議長以外の出席者から選

任する。 

③ 定足数の報告・総会成立の宣言 

➢議長は出席者数（総会出席者と委任

状提出者の合計）を確認した上で、定足

数に達し、総会が成立したことを宣言す

る。 

④ 議案審議 

➢議長の進行により、議案の審議と議

決を行う。 

⑤ 閉会 

 

書面表決書を提出締切日までに

提出してもらう。 

４ 終了後 

議事録を作成して、議事録署名人が署名

捺印をする。 

議事録を含む総会資料を会員に回覧など

で報告する。 

書面表決書を集計し、議事録（議

決結果）を作成して、会長名で会

員に回覧などで報告する。 

５ 総会資料 

様式（例） 

① 自治会規約（例）  ④ 監査報告書（例） 

② 収支予算書（例）  ⑤ 出席票・委任状・表決書（例） 

③ 収支決算書（例）  ⑥ 会議録（例） 
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１ 自治会規約（例）                        

 
○○○○○自治会規約 

 
第１章 総則 

（名称） 
第１条 本会は、○○○○○自治会と称する。 
（事務所） 
第２条 本会の事務所は、〇〇〇に置く。 
（組織） 
第３条 本会は、○○○○○自治会区域内に居住する住民をもって組織する。 
（目的） 
第４条 本会は、会員相互の連帯と親睦を深め、生活環境の充実及び社会福祉の増進に寄与 
し、住みよいまちづくりを目的とする。 

（事業内容） 
第５条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 
 

第２章 役員等 

（役員） 
第６条 本会に次の役員を置く。 
（１）会長  １名 
（２）副会長  名 
（２）会計    名 
（３）監事   名 
（４）書記   名 
（５）班長   名 

（役員の選出） 
第７条 各役員は、総会で互選により選出する。ただし、監事と会長、副会長及びその他の

役員は、相互に兼ねることはできない。 
（役員の職務） 
第８条  会長は本会を代表し、会議を招集し、その会務を総括する。 
（１）副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。 
（２）会計は、本会の会計事務を行う。 
（３）監事は、会計及び事務を監査する。 
（４）書記は、会の記録をとる。 
（５）班長は、各地区における会議の総務を行う。 
（役員の任期） 
第９条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

(ア) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

１３ 

監事の性質上、他の役員

を兼ねることは避ける必要

があります。 

【例】 

〇〇自治会館に置く。 

会長宅に置く。 



第３章 会議 

 
（会議） 
第１０条  本会の会議は、総会並びに役員会とする。 
（１） 総会は年○回とし、会長が召集する。なお、必要に応じて臨時総会を開催すること 

ができる。総会は会員の〇分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立し、議事は

出席の過半数で決する。ただし、可否同数の時は、議長（会長）の決するところによる。 
（２） 役員会は第６条の役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 
（総会の書面表決権等） 
第１１条 やむを得ない理由のため総会が開催できない場合、招集することなく、提案事項

について書面をもって表決し、議決することができる。ただし、成立条件等は第１０条

を適用する。 
（総会の議決事項） 
第１２条 総会は次の事項を議決する。 
（１）予算、決算に関すること 
（２）事業に関すること 
（３）規約に関すること 
（４）会費に関すること 
（５）役員選出に関すること 
（６）その他必要と認めたこと 
（役員会） 
第１３条 役員会は次の事項を議決する。 
（１）総会に関すること 
（２）重要な会務の執行に関すること 
（３）その他必要と認めたこと 
（議事録） 
第１４条 総会等の議事については、議事録を作成しなければならない。 
 

第４章 会計 

（会計） 
第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（２）本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 
（会費） 
第１６条 本会の会費は、役員会において別に定める会費を納入しなければならない。 
 
第１６条 本会の会費は、１世帯年額〇〇円とし、 
 年度当初に納付する。 
 
 
 
 

１４ 

様式【例】（20 頁） 

出席票・委任状・書面

表決書 

様式【例】（16 頁） 

収支予算書 

様式【例】（17 頁） 

収支決算書 

様式【例】（21 頁） 

会議録を作成し、総会等が有効

に成立し、議決されたことを記録

しておきます。 

会費は細則で定める場合と、 

重要事項として、規約で定めて 

総会事項としている場合があり

ます。 

総会の構成員を代議員としている

場合は、代議員の選出基準等が必

要となります。 



第５章 その他 

（慶弔･傷病見舞い） 
第１７条 慶弔と傷病見舞いについては、必要に応じて正副会長に協議し、支出することが

できる。ただし、その結果を次回の役員会で報告しなければならない。 
（個人情報取扱） 
第１８条 会員等の知り得た情報を第三者に漏らすことがないよう、また、個人情報が記載

された資料を安易に取扱うことがないように個人情報規則を定める。 
（補則） 
第１９条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議を経て定める。 
 
 附 則 
この規約は、令和  年  月  日より施行する。 
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２ 収支予算書（例）                        

令和○○年度○○○自治会収支予算書(案) 
＜一般会計＞ 

収入                               （単位:円） 
科目 本年度予算額 前年度予算額 増減額 適用 

１．繰越金    前年度の繰越金 
２．会  費    @〇〇円×世帯数 

３．市補助金 
   〇〇補助金 ○○円 

敬老会   ○○円 
５．自連協 
事務手数料 

   自連協事務手数料 
@○○円×世帯数 

６．雑収入    預金利子等 
合計     

 
支出                               （単位:円） 

科目 本年度予算額 前年度予算額 増減額 適用 
１．総務費     
  会議費    総会〇○○円役員会○○○円 
  事務費     
  会 費    自連協会費@○○×世帯数 
  旅 費     
  慶弔費     
  通信費    電話料○○○円郵送代○○○円 
２．事業費     
  防災費    防災訓練○○円 
文化事業費    敬老会○○○円運動会○○○円 
 基金積立    集会所積立会計へ 
３．予備費     

合計     
 
＜集会所積立て会計＞                        （単位:円） 

科目 金額 適用 
１．前年度繰越金   
２．本年度積立金  一般会計から 
３．利息   

合計   
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３ 収支決算書（例）                        

令和○○年度○○○自治会収支決算書 
＜一般会計＞ 

収入                               （単位:円） 

科目 本年度予算額 本年度決算額 増減額 適用 

１．繰越金    前年度の繰越金 

２．会  費    @○○円×世帯数 

３．市補助金 
   〇〇補助金 ○○円 

敬老会   ○○円 

５．自連協 

事務手数料 

   自連協事務手数料 

@○○円×世帯数 

６．雑収入    預金利子等 

合計     

 

支出                               （単位:円） 

科目 本年度予算額 本年度決算額 増減額 適用 

１．総務費     

  会議費    総会〇○○円役員会○○○円 

  事務費     

  会 費    自連協会費@○○×世帯数 

  旅 費     

  慶弔費     

  通信費    電話料○○○円郵送代○○○円 

２．事業費     

  防災費    防災訓練○○円 

文化事業費    敬老会○○○円運動会○○○円 

 基金積立    集会所積立会計へ 

３．予備費     

合計     

 

＜集会所積立て会計＞                       （単位:円） 

科目 金額 適用 

１．前年度繰越金   

２．本年度積立金  一般会計から 

３．利息   

合計   

 

令和○○年○月○日         ○○○自治会 会長 ○○○○ 印 

                         会計 ○○○○ 印    
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４ 監査報告書（例）                        

監査報告書 

 
 令和○○年度○○○自治会会計を監査したところ、適正に執行されていることを認め

ます。 

 
   令和○○年○月○○日 
 
 

○○○自治会 
監事 ○○○○ 印 
監事 ○○○○ 印 
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５ 書面表決の案内（例）                      
 
 

令和〇年〇月〇日  
〇〇自治会会員 各位 

〇〇自治会     
会長 〇〇 〇〇  

 
令和〇年度〇〇自治会総会の開催（書面表決）のお願いについて 

 
時下、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

  さて、令和〇年度の〇〇自治会総会を下記のとおり開催します。 
  今年度の総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、多数の方が 
 集まることを避け、書面表決にて決議することといたします。 
  つきましては、別紙の議案をご覧いただき、「書面表決書」を令和〇年〇月〇日 
 までにご提出くださいますようお願いいたします。 
  ご多忙の中、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 
 なお、総会当日に役員が集計し、あらためて結果を回覧します。 
 

記 
        
    １  日時  令和〇年〇月〇日（〇）  午前〇時〇分 
    ２  会場  〇〇自治会館 

    ３  議案  第１号議案 令和○年度事業報告 
第２号議案 令和○年度決算報告・会計監査報告 
第３号議案 令和○年度事業計画（案） 
第４号議案 令和○年度予算（案） 
第５号議案 令和○年度役員（案） 
第６号議案 規約の改正（案） 

 

提出先       
班長  〇〇 〇〇    

 
問合せ先       
会長  〇〇 〇〇    
電話番号〇〇〇－〇〇〇〇 
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６ 出席票・委任状・書面表決書（例）                
 

●出席する場合は、出席票を当日受付に提出してください 

【出席票】 

 令和〇年〇月〇日開催の〇〇自治会総会に出席します。 

                    住所 

                    氏名           印 

●欠席する場合は、委任状を〇月〇日まで班長に提出してください 

【委任状】 

 令和〇年〇月〇日開催の〇〇自治会総会を欠席しますので、議決に関する権限を 

議長（会長）に委任します。 

                    住所 

                    氏名           印 

【書面表決書】 

 令和〇年〇月〇日開催の〇〇自治会総会について、次のとおり表決します。 
（※各議案について「賛成」「反対」「議長一任」のいずれかに〇をつけてください。） 
 

５、議事 
 第１号議案 令和○年度事業報告        賛成 反対 議長一任 
 第２号議案 令和○年度決算報告・会計監査報告 賛成 反対 議長一任 
 第３号議案 令和○年度事業計画（案）     賛成 反対 議長一任 
 第４号議案 令和○年度予算（案）       賛成 反対 議長一任 

第５号議案 令和○年度役員（案）       賛成 反対 議長一任 
第６号議案 規約の改正（案）         賛成 反対 議長一任 
 

住所 

氏名           印 
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７ 議事録・議決結果（例）                     

令和○年度 ○○自治会定期総会議事録 
１、日時 令和○年○月○日（○曜日） ○時 
２、場所 ○○○ 
３、定足数 会員  ○名 
      出席  ○名 
      委任状 ○名 
 規約○条に基づき、成立 
４、議長選出 ○○ 
５、議事 
 第１号議案 令和○年度事業報告 
 第２号議案 令和○年度決算報告・会計監査報告 
 第３号議案 令和○年度事業計画（案） 
 第４号議案 令和○年度予算（案） 

第５号議案 令和○年度役員（案） 
第６号議案 規約の改正（案） 

 
議案第１号から第６号について、質疑なしのため、採決に入り、挙手多数により 
原案のとおり承認された。 

令和○○年○月○○日  議事録作成人○○○ ㊞ 
              議事録署名人○○○ ㊞ 

令和○年度 ○○自治会定期総会議決結果（書面表決） 
１、日時 令和○年○月○日（○曜日） ○時 
２、場所 ○○○ 
３、定足数 会員  ○名（回答  ○名） 
 規約○条に基づき、成立 
４、議事                    賛成（議長一任を含む） 反対 
 第１号議案 令和○年度事業報告          〇名    〇名 
 第２号議案 令和○年度決算報告・会計監査報告   〇名    〇名 
 第３号議案 令和○年度事業計画（案）       〇名    〇名 
 第４号議案 令和○年度予算（案）         〇名    〇名 

第５号議案 令和○年度役員（案）         〇名    〇名 
第６号議案 規約の改正（案）            〇名    〇名 

 
議案第１号から第６号について、集計した結果、賛成多数により原案のとおり 
承認された。 

令和○○年○月○○日  会長 ○○○ ㊞ 
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