
１　目　　的
　老人クラブは、地域を基盤とする高
齢者の自主的な組織であり、介護保険
制度の導入に伴い、高齢者を主体とす
る介護予防と相互の生活支援という観
点から、その活動及び役割が今後ます
ます期待されているところである。
　このため、本事業を通じて老人クラ
ブ活動等のより一層の活性化を図り、
高齢者の生きがいや健康づくりを推進
することにより、明るい長寿社会の実
現と保健福祉の向上に資することを目
的とする。
２　事業内容
　老人クラブは、個々の「老人クラブ」
を基礎組織として、市町村（特別区を含
む。以下同じ。）ごとに「市町村老人クラ
ブ連合会」（以下、「市町村老連」という。）、
都道府県・指定都市ごとに「都道府県・指
定都市老人クラブ連合会」（以下、「都道
府県・指定都市老連」という。）、さらに
中央に「全国老人クラブ連合会」を組織
して、活動を行っているところである
が、本事業は、別添「老人クラブ等事業
運営要綱」に沿って事業を行う老人クラ
ブ、市町村老連及び都道府県・指定都市
老連に対し、同運営要綱３の（1）及び（2）
にあっては市町村が、同（3）にあっては
都道府県・指定都市が、同（4）にあっては
市町村又は都道府県・指定都市が助成を
行う事業とする。
３　留意事項
　本事業の実施にあたって都道府県・指
定都市及び市町村は、老人クラブ、市
町村老連及び都道府県・指定都市老連と
連携を図るとともに、老人クラブ等に
対する支援に努め、必要に応じ助言指
導を行うものとする。

１　組織について
　（1）老人クラブ

老人クラブ活動等事業実施要綱 　　ア　会員
　　　（ア）年齢は60歳以上とする。
　　　�　ただし、老後の社会活動の円

滑な展開に資するため、60歳未
満の加入を妨げないものとする。
（イ）老人クラブは、活動が円滑に行
える程度の同一小地域に居住す
る者で組織するものとする。

　　　�　ただし、同一小地域で組織す
ることが困難な場合は、当該小
地域を越える区域における組織
化を妨げないものとする

　　イ　会員の規模
　　　　おおむね30人以上とする。
　　　�　ただし、山村、離島などの地

理的条件、その他特別の事情が
ある場合は、この限りではない。

　　ウ　役員
　　　�　会員の互選による代表者１人

を置くとともに、必要に応じて
役員を置くことができるものと
する。

　（2）市町村老連
　　ア　組織の構成
　　　�　市町村の地域を範囲として、

当該地域内の老人クラブによっ
て組織するものとする。

　　イ　役員
　　　�　代表者としての会長及びこれ

を補佐する副会長その他必要な
役員を置くものとする。

　　　�　なお、役員の選考に当たって
は、年齢、男女別を問わず、適
任者の選任に努めなければなら
ない。

　　　�　また、役員のほかに、適任者
による活動別リーダーを置くも
のとする。

　　ウ　組織の運営
　　　�　事務局については自主的に設置

運営するよう努めるものとする。
　　　�　また、目的を達成するために

必要に応じて、委員会を設置す
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るものとする。
　（3）都道府県・指定都市老連
　　ア　組織の構成
　　　�　都道府県・指定都市の地域を

範囲として、当該地域内の市町
村老連、及び老人クラブによっ
て組織するものとする。

　　イ　役員及び組織の運営
　　　�　（2）のイ及びウに準じるものとす

る。
２　実施主体について
　�　３の（1）の事業は老人クラブ、同（2）
の事業は市町村老連、同（3）の事業は
都道府県・指定都市老連、同（4）の事
業は市町村老連又は都道府県・指定
都市老連を実施主体とする。
３　事業について
　（1）老人クラブ等事業
　　�　老人クラブにおける、高齢者自ら

の生きがいを高め健康づくりを進め
る活動や、ボランティア活動をはじ
めとした地域を豊かにする各種活動

　（2）市町村老連事業
　　ア　活動促進事業
　　　�　老人クラブ及び都道府県・指

定都市老連と連携した調査研究、
啓発広報活動等老人クラブの活
動の促進に資する各種事業

　　イ　健康づくり・介護予防支援事業
　　　�　高齢者向けスポーツや体操の

普及のための企画や活動及び体
力づくり、低栄養予防につなが
る講習会等の健康づくり・介護
予防に資する各種事業

　　ウ　地域支え合い事業
　　　�　子どもを見守る活動や次世代

育成支援、高齢者の孤立防止、
防災など地域の支え合いに資す
る各種事業

　　エ�　若手高齢者組織化・活動支援
事業

　　　�　若手高齢者による組織の設置
（委員会・部会等）や若手高齢者

のサークル、グループ活動などの促
進に資する各種事業

　　オ　市町村老連活動支援体制強化事業
　　　�　上記事業を円滑に実施するための

企画立案等を行う推進員の設置、そ
の他生きがいと健康づくりに資する
各種事業

　（3）都道府県・指定都市老連事業
　　ア　老人クラブ等活動推進事業
　　　�　都道府県・指定都市老連における

老人クラブ等活動推進員の設置、老
人クラブや市町村老連の活動促進の
ための企画立案、その他生きがいと
健康づくりに資する各種事業

　　イ　健康づくり・介護予防支援事業
　　　�　高齢者向けのスポーツ・体操等の

指導者養成のための研修会、各種講
習会の開催や介護予防に係る取組の
先駆的事例の収集・普及及び関係機
関・団体等との連携のための連絡会
の開催等健康づくり・介護予防に資
する各種事業

　　ウ　地域支え合い事業
　　　�　高齢者の相互支援活動や地域の支え

合い活動を推進する指導者養成のため
の研修会や地域の課題を適確に把握
し、取り組んでいくための調査等の地域
の支え合いに資する各種事業

　　エ　若手高齢者組織化・活動支援事業
　　　�　若手高齢者による組織化の支援及

び若手高齢者の意識・実態に係る調
査等の老人クラブの加入促進に資す
る各種事業

　（4）�その他、高齢者の生きがいと健康づく
りに資するとともに社会参加の促進を
目的とする等、市町村老連または都道
府県・指定都市老連が行う事業として
適当と認められる事業

４　その他
　　�　収入及び支出の状況を常に明確にし

ておくとともに、関係帳簿及び証拠書
類を事業完了後５年間保管しておかな
ければならない。



はじめに
　老人クラブは、戦後、高齢者が自らの
手で生み育ててきた組織で、昭和37年に
は全国老人クラブ連合会が結成された。
以来43年、全国各地域において高齢者の
自主的な組織として仲間づくりをすす
め、健康・友愛・奉仕の全国三大運動をは
じめ、幾多の活動を展開してきた。今日
では、全国に13万クラブ、会員842万人を
擁する大きなネットワークを形成する
組織に発展した。
　また、老人クラブは、昭和38年に制定
された老人福祉法の第13条������―２におい
て「地方公共団体は、老人福祉を増進す
ることを目的とする事業を行う老人ク
ラブ、その他の者に対して、適当な援助
をするように努めなければならない」こ
とが定められ、同年から活動費の国庫補
助も始められたことにより、活動発展の
大きな支えとなった。さらに、平成６年
の新ゴールドプラン（高齢者保健福祉推
進10カ年戦略の見直しについて）におい
ては、高齢者の社会参加・生きがい対策
の推進組織として老人クラブが位置づ
けされた。
　21世紀に入り高齢化社会が進展する
なかで、地域の高齢者が、生きがいと健
康づくりのために、老人クラブの仲間づ
くりを基礎に相互に支え合い、楽しいク
ラブづくり、社会貢献するクラブづくり
に励むことが一層求められている。
　そこで、「老人クラブ21世紀プラン」を
策定して、老人クラブの全体像を明らか
にするとともに、新たな目標設定を行っ
たところであるが、老人クラブ組織の重
要な基盤となる単位老人クラブの在り
方について検討を行い、昭和48年に策定
した「老人クラブ運営指針」を次の通り
改定することとした。

老人クラブ運営指針
全国老人クラブ連合会

昭和 48 年４月 24 日策定
平成 8 年 5 月 30 日改定
平成 17 年 1 月一部修正

本　　　文
1．老人クラブの目的と性格
　1.　老人クラブの目的
　�　老人クラブとは、地域を基盤とす
る高齢者の自主的な組織として、①
仲間づくりを通して、生きがいと健康
づくり、生活を豊かにする楽しい活
動を行うとともに、②その知識や経
験を生かして、地域の諸団体と共同
し、地域を豊かにする社会活動に�
取り組み、③明るい長寿社会づくり、保
健福祉の向上に努めることを目的と
する。

　2.　老人クラブの性格
　（１）自主性、地域性、共同性
　�　老人クラブは、高齢者が自主的に
仲間づくりをすすめ、それぞれの地
域の実態に即して小地域ごとに組織
づくりをし、高齢者が共同して相互に
支え合い、楽しみを共にすることを
基本とする。
　（２）総合的な活動、多様な活動形態
　�　老人クラブ活動は、会員の意見�
（ニーズ）にもとづき、「生活を豊かに
する楽しい活動」と「地域を豊かにす
る社会活動」の、総合的でかつ均衡
のとれた活動展開をはかり、また、
小グループ活動や世代交流、地域の
諸団体との共同活動など、多様な活
動形態により推進する。
　（３）各世代、男女が共同する
　　　　　　　　　　民主的な運営
　�　老人クラブは、組織を構成する高
年会員・若手会員、男性会員・女性
会員などの均衡に配慮して役員構成
を行い、活動分野ごとにリーダーを
設けるなど役割分担をして民主的な
運営を行う。

2．老人クラブの会員・組織
　1.　会員の資格



　�　老人クラブは、入会を希望する高
齢者で、おおむね60歳以上の者を会
員とする。
　�　また、常時活動に参加できない高
齢者であっても、会員として迎え、支
え合い、喜びを共にできる方法を考
える。
　�　なお、必要に応じて準会員や協力
会員制度等を導入する。

　2.　組織の範囲と規模
　（１）組織の範囲
　�　老人クラブは、会員が日常的に声
を掛け合い、徒歩で集まることので
きる小地域の範囲で組織することを
原則とする。
　（２）会員の規模
　�　老人クラブの規模は、会員30名か
ら100名を標準とする。ただし、地理
的条件その他の事情がある場合は、
この限りではない。

　3.　新規会員への呼びかけ
　�　老人クラブは、絶えず新しい会員
への呼びかけを行い、仲間を増やし
てクラブの活力を維持するとともに、
地域の高齢者の孤立や閉じこもり解
消に努める。
　�　このため、毎年計画を立てて新会
員の確保に当たるとともに、魅力あ
るクラブづくりに努める。（後に掲載
する「老人クラブの魅力――新しい
会員への呼びかけ」参照）

3．老人クラブの運営
　1.　運営の原則
　�　老人クラブは、会員本位の自主的
かつ民主的な運営を行う。このため、
会則や内規を定めるなど運営方法を
明確にして運営する。

　�　なお、老人クラブを構成する各世
代や男性会員・女性会員の意見を十
分ふまえて、何時でも溌剌とした、明

るいクラブ運営を心掛ける。

　2.　役員の構成
　�　老人クラブには、会を代表する会
長、副会長、会計、監事などの役員
をおく。

　�　これらの役員は、高年会員と若手
会員、男性会員と女性会員の均衡に
配慮して構成し、その選出は民主的
に行う。
　�　また、役員は常に後継リーダーの
養成確保に努める。

　3.　会員の役割分担
　�　老人クラブには、役員のほかに活
動分野ごとの担当者や幹事、係（例
えば、健康委員、友愛活動リーダー、
その他）等を設けて、できるだけ多
くの会員が、役割を分担して活動推
進に参画するようにする。

　�4.　役員会、定例会の開催
　�　役員会は、定期的に開催し、活動
全体の進捗状況を把握し、実施をは
かるとともに、対外的な折衝や活動
計画・予算の執行を行う。
　�　会員全員が参加する例会や集会
は、年間計画を定め定例的に開催�
することが望ましい。なお、会員の
なかに就業中の者がいる場合には、
休日に開催するなど参加しやすい会
合の工夫をする。

　5.　活動計画、予算の作成
　�　毎年、会員の話し合いにより活動
計画と予算を作成し、計画的な運営
に努める。また、クラブの活動がより
活発化するように、活動ごとの企画
や評価の話し合いをするとともに、少
数意見も大切にして運営する。

　6.　自主財源を主体とした運営
　�　老人クラブは、自主組織として、運



営の基礎となる経費は、会員の会費
によってまかなうことを基本とする。
収入を伴う事業活動は、老人クラブ
にふさわしい内容を選択して行う。
補助金・助成金などの公費と寄付金
などについては、その趣旨を活かし
た活動に充当し、公正な執行を行�
う。

4．老人クラブ活動のすすめ方
　1.　老人クラブ活動の全体像
　�　「老人クラブ21世紀プラン」におい
て示された、次の老人クラブ全体像
を参考として、会員の話し合いによ
り、それぞれのクラブ活動の実態に
即した、無理のない活動項目を設定
し、計画を立てて実践に取り組む。
　�※（84ページ「老人クラブ活動の全体像」参照）

　2.　活動推進の方法
　（１）均衡のとれた活動の展開
　�　老人クラブは、会員の「生活を豊
かにする楽しい活動」と「地域を豊か
にする社会活動」の均衡をはかりな
がら、会員の希望を取り入れ、魅力
ある活動を展開する。
　（２）高齢者の生活リズムに合わせた活動
　�　老人クラブの活動は、高齢者の生
活リズムと体力に合わせて、無理を
せず、気張らず、急がず、継続性を
大切にしてすすめる。
　（３）全体の活動と小グループ活動の調和
　�　老人クラブ活動は、会員の誰もが
参加する例会や誕生会、旅行、社会
奉仕の日の活動などを基本として大
切にする。
　�　同時に、会員個々の活動欲求や趣
味を満たした、さまざまな活動分野
別の小グループ活動、サークル活動
を取り入れてすすめる。
　�　この小グループ活動、サークル活
動を活発化するために、会員の特技
や興味、意欲を活かしたリーダーの

養成、発掘をはかる。

　（４）老人クラブ相互の交流
　�　老人クラブは、それぞれの独自性
を発揮して活動をすすめると同時
に、近隣のクラブとの交流や先進地
域との交流による学習、姉妹提携な
どにより活性化をはかる。
　（５）会報の発行と老連機関紙の活用
　�　老人クラブ活動の発展のために
は、会報の発行が重要な意味をもつ。
例会や集会に参加できなかった会�
員への活動の周知、会員全体への活
動情報の提供、会員以外の関係者へ
の老人クラブ活動の理解の促進な�
どのために、簡単な手作りの会報で
十分なので、定期的に発行する。
　�　また、市区町村老連や都道府県・
指定都市老連の機関紙あるいは月�
刊『全老連』の活用により、幅広い情
報の収集、活用をはかる。
　（６）高齢者の立場からの提言・提案
　�　老人クラブ活動の一環として、高
齢者の立場で発言すべき事項があ�
れば、地域の関係機関・団体などに
対して、提言・提案を行う。
　（７）安全への配慮
　�　老人クラブ活動では、絶えず安全
に配慮するとともに、万一の事故に
備えて老人クラブ保険の活用をは�
かる。
　（８）会員章の着用
　�　老人クラブ会員は、仲間のしるし
として会員章を着用する。

5．老人クラブ連合会
　1.　老人クラブ連合会の構成
　�　各老人クラブは、地区（校区）老連
ならびに市区町村老連を構成し、市
区町村老連は都道府県・指定都市老
連を、都道府県・指定都市老連は全
老連を構成して、全国組織として連
携をとって活動を行う。



老人クラブ活動の全体像

生活を豊かにする楽しい活動

健康づくり、
シ ニ ア・ ス
ポーツ

ね た き り ゼ ロ 運 
動、健康学習、ク
ラブ体操、ウォー
キング、各種シニ
ア・スポーツなど

学習活動、リ
ーダー研修

各種学習講座の開
催、老人クラブ活
動のリーダー研修
の開催など

趣味、文化、
レ ク リ エ ー
ション

趣味・文化・芸能
などのサークル活
動、旅行など

地域を豊かにする社会活動

友 愛 訪 問、 
ボ ラ ン テ ィ
ア 活 動、 社
会奉仕の日

在宅福祉を支える
友愛活動、福祉施
設のボランティア
活動、社会奉仕の
日の活動など

伝 承 活 動、 
世代交流

地域の文化・伝統
芸能・民芸・手工 
芸・郷土史・生活
記録などの伝承活
動。子どもや青壮
年などとの交流活
動など

作業・生産、
環 境 美 化・ 
リサイクル

農 作 物 や 花 の 栽 
培、植林、手工芸
品の製作。公園や
公共施設の環境整
備や運営管理、リ
サイクルなど

提言・提案

生 活 調 査・ 点 検 
（モニター）活動、
関係機関への提案
など



　2.　老人クラブ連合会の活動
　�　老人クラブ連合会は、主として次
の活動を行う。
　①�地域内各老人クラブ（連合会）の連
絡調整

　②�各老人クラブ（連合会）が行う共同
活動の推進

　③�各老人クラブ（連合会）活動の支援
　④�各老人クラブ（連合会）リーダーの

養成研修
　⑤�高齢者保健福祉に関する調査研
究、提案

　⑥�高齢者保健福祉に関する啓発・広
報活動

　⑦�行政をはじめとする関係機関団体
との連携

　⑧その他

　3.　老人クラブ連合会の運営及び事務局
　（１）運営
　�　老人クラブ連合会の運営は、会�
員・役員が自主的に行う。活動全体
について、その企画から運営、事後
処理まで、会員・役員が担当制を設
けるなど、役割を分担して運営する。
　（２）事務局
　�　老人クラブ連合会には、事務局長
及び事務職員をおき事務を処理す
る。また、老連活動を円滑に行うた�
めの専用事務室・役員室を確保す�
る。
　（３）活動拠点施設
　�　老人クラブ連合会は、その活動を
活発に推進するため地域の高齢者�
が自由に使える活動拠点施設を確�
保する。



　以下の文章は、高齢者の生活にとって老人クラブへの参加がどのような意味をもって
いるのか、これまでの経験を整理したものです。新しい会員へ、自信をもって加入を呼び
かけて下さい。また、呼びかけ用のチラシなどにも転載するなど適当にご活用下さい。

老人クラブの魅力――新しい会員への呼びかけ――
　老人クラブ会員になると、いきいきとした高齢期の生活（シニアライフ）が実現する

①地域に新しい仲間ができる
・老人クラブに加入すると、地域の同世代と仲間づくりができる。
・地域の各世代との交流ができて、多くの親しい関係が生まれる。
・老人クラブ活動と交流によって、社会性が保持され、連帯感が深まる。

②健康の保持・増進になる
・老人クラブ活動へ参加すれば、閉じこもりの防止、健康の保持・増進につながる。
・�ねたきりゼロ運動やいきいきクラブ体操、健康ウォーキング、各種のシニアスポー
ツなどへの参加を通して、健康の保持・増進になる。
・�友愛活動や社会奉仕の日の活動などを通して、精神的な充実感、こころと身体の健
康が実現する。

③知識や経験を生かし、新しい能力の発揮ができる
・これまでの生活や仕事、趣味などの知識や経験を生かす機会が増える。
・�老人クラブ活動への参加を通して、新しい学習や能力を生かす機会が増え、自己実
現につながる。
・地域の伝承文化を世代交流などにより若い人達に伝えることができる。

④社会活動への参画と貢献ができる
・�「花のあるまち、ゴミのないまち」運動やリサイクル運動などを通して、地域環
境の保全や美化、緑化など、住みよい環境づくりに参画・貢献できる。
・�「在宅福祉を支える友愛活動」やその他のボランティア活動などへの参加を通し
て、地域福祉の担い手として一翼を担うと同時に、地域の福祉と保健・医療サービ
スの充実についても働きかけるなど推進役となる。
・�老人クラブ活動を通して「まちづくり計画」などへ参画し、高齢者の立場から豊か�
な地域づくりへの提言などができる。

　⑤心の安らぎ、充実感が得られる
・地域に多くの仲間ができることで、孤独感がなくなり、心の安らぎが得られる。
・�仲間との交流は、日常生活に必要な情報交換に役立ち、心配ごとや悩みごとの相談を
容易にする。
・�老人クラブ活動を企画し実践するなかで、達成感や満足感、あるいは実践の評価に伴
う充実感、感謝の気持ちなど、多くの精神的な喜びを味わうことができる。

参　　考
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序
　老人クラブはその数13万に及び、60歳
以上人口の多数がクラブ会員となってい
る。老人クラブは高齢化社会に対応すべ
く、全国各地でその地域の実情に応じて
活動を展開し、生きがいを高め、地域福
祉への大きな役割を果たしている。
　これらの老人クラブが一層活発に活動
をすすめ、その成果を高めていくために
は、さらに老人クラブ自体の自覚と努力
が必要である。これとともに、老人クラ
ブに常時接し、その育成に当たっている
市町村老人クラブ連合会の積極的な推進
に負うところもまた大きいものがある。
　老人クラブの運営については、国の�
「老人クラブ助成事業運営要綱」および
全国老人クラブ連合会の「老人クラブ運
営指針」によって進められているが、市
町村老人クラブ連合会については、基本
的な運営指針がなく、その策定が各方面
から要請されているところである。
　これらの要望にこたえ、全国老人クラ
ブ連合会は、今日までの老人クラブ活動
の実績と経験を踏まえ、さらに将来を展
望して、市町村老人クラブ連合会の基本
理念、指導方針を樹立し、その在り方を
明確にするため、「市町村老連研究委員
会」を設け、回を重ねて研究討議をつく
し、ここに「市町村老人クラブ連合会運
営指針」を策定した。
　これによって市町村老人クラブ連合会
が、一層その組織を充実し、活動を展開
して、老人クラブの発展と老人福祉の増
進に貢献することを期待するものであ
る。

本　　文
1．市町村老人クラブ連合会の目的
　�　市町村老人クラブ連合会（以下、�
「市町村老連」という）は、老人クラ
ブを育成指導して、その発展をはかる
とともに、老人の福祉および地域社会
の福祉をすすめることを目的とする。

説　明
　（ア）�　老人クラブは、その活動によって、
老人自身の福祉を高めるとともに、
家庭の福祉、社会の福祉増進に役立
つことを目的としている。

　　�　市町村老連（指定都市の区を含む）
は、老人クラブがこの目的達成のた
めに一層の充実発展につとめるよ
う、その育成指導にあたるものであ
る。

　（イ）�　市町村老連は、市町村段階におい
て老人福祉、地域福祉の活動を推進
する組織である。このため、主体的
に、また他の機関、団体と協力して、
各種の活動を通じて老人の福祉増進
をはかり、さらに地域福祉の向上に
つとめるようにする。

2．市町村老人クラブ連合会の性格
　（１）�　市町村老連は、市町村を範囲とす
る自主的な組織で、老人クラブの連
繋を強化し、相互の協力活動を発展
させ、また、個々の老人クラブでは
実施しがたいもの、および市町村老
連で実施した方がより効果があると
思われる活動を行う。さらに地域の
関係諸団体と密接な交流を保ちつ
つ、連絡調整につとめる。

説　明
　（ア）�　老人クラブは、等しく発展するこ
とが望ましい姿である。このため、
市町村老連は、常に老人クラブが相

市町村老人クラブ連合会運営指針



互の連繋を深め、協力してその目的
達成にすすむことができるようにす
る。

　（イ）�　老人クラブ指導者研修等の市町村
段階を範囲とした活動、および個々
の老人クラブでも行っているが、さ
らに市町村の範囲において統一して
行うべきもの、また行った方が老人
クラブにとっても、地域住民にとっ
ても効果があると思われるものは、
積極的に実施する。

　（ウ）�　自主的な組織とは、市町村老連の
結成、およびその企画、運営などを
自らの意思によって決定し、かつ自
らの手によって行うことを基本とす
るものである。

　　�　しかし、このことは外部からの協
力、援助等をこばむものではないが、
その主体性を失わないようにしなけ
ればならない。

　（２）�　市町村老連は、老人クラブと上部
の連合会との間に位置し、その意志
の疎通と周知をはかる役割を果た
す。

説　明
　　�　市町村老連は、組織上の上部の連
合体である都道府県老人クラブ連合
会（指定都市を含め、以下、「都道
府県老連」という）、全国老人クラ
ブ連合会の考え方や方針を老人クラ
ブに理解させる。

　　�　また、老人クラブの意向を把握し、
これを都道府県老連に伝えて、その
指導方策、活動推進方策に反映させ
るようにする。

　（３）�　市町村老連は、市町村との連絡提
携をはかり、老人福祉の増進につと
める。

説　明
　　�　市町村老連は、市町村当局と密接
に連繋を保ち、老人の必要とする施
策の発展がはかられるようにする。

3．市町村老人クラブ連合会の組織
　（１）�　地域と構成単位
　　�　市町村を範囲とし、老人クラブに
よって組織される。

説　明
　　�　市町村の範囲にある老人クラブに
よって、市町村老連は組織されるも
のである。

　（２）�　地区老人クラブ連合会
　　�　市町村老連と老人クラブの間に位
置する組織として、必要に応じ、地
区老人クラブ連合会を組織すること
ができる。

説　明
　（ア）�　市町村の地域的な広さや老人クラ
ブの数の多いところでは、必要に応
じて、区または学校区等の段階にお
いて、老人クラブ連合会の組織をつ
くることも考えられる。

　（イ）�　これらの老人クラブ連合会は、そ
れぞれ各種の名称をもって呼ばれて
いるが、以下これらを総称して地区
老人クラブ連合会（以下、「地区老連」
という）という。

　（ウ）�　地区老連は、地区の実情に応じた
活動を行うとともに、市町村老連の
組織の中にあって連繋を図るものと
する。

4．市町村老人クラブ連合会の運営
　（１）�　運営の基本方針
　　�　民主的な運営にもとづく自主活動



を基本とし、老人クラブの意向を反
映した運営が進められる。

説　明
　　�　民主的な運営とは、老人クラブの
総意にもとづいて、自主的に市町村
老連としての意志を決定し、常に老
人クラブの意見、希望が反映される
よう運営にあたることである。

　（２）�　会　　　則
　　　市町村老連は会則を設ける。

説　明
　　�　会則（または規約）は、市町村老
連の運営、活動を行うために必要な
基本的な事項を中心としたものにす
る。

　（３）�　役　　　員
　　�　役員には、代表者としての会長と、
これを補佐する副会長ならびに必要
な役員をおく。

　　�　役員は、民主的方法によって選ば
れる。

説　明
　（ア）�　市町村老連の運営上、効果的に役
員をおき、機能の充実をはかる。し
かし、機構はなるべく単純にするこ
とが望ましい。

　（イ）�　会長は、その市町村老連を代表す
るものであり、老人クラブの結束を
はかり、かつ、会務を総轄する。

　　�　会長は、市町村老連の運営に熱意
と能力と行動力を有することが必要
である。

　（ウ）�　会長は、老人クラブの実情を熟知
していなければならないので、老人
クラブの会長から選ばれるべきであ
る。ただし、市町村の実情に応じて

は、会長としての資格要件を具備し
ておれば、老人クラブの会長以外の
適任者を選ぶこともできる。

　　�※　「老人クラブ運営指針」に記述
された市町村老連の会長の選任に関
する事項については、本運営指針に
よるものとする。

　（エ）�　副会長は、会長を補佐するととも
に、その能力を会務の上でも発揮�
するようにつとめるものとする。

　（オ）�　一般に、老人クラブ会員の過半数
は女性会員であるので、市町村老連
の運営にあたり、その意見や希望を
適切に反映させるためにも、役員に
は女性を相当数選出することが望ま
しい。

　（カ）�　役員会は、活動の充実をはかるため、
なるべく多く開催するようにする。

　（４）�　部　　　制
　　�　市町村老連の効率的運営をすすめ
るため、必要に応じて、部を設置する。

説　明
　（ア）�　部としては、総務部、研修部、保
健部、レクリエーション部、社会奉
仕部等の各種のものも考えられる
が、その市町村老連に適した部をつ
くることが望ましい。ただし、市町
村老連の規模等によっては、その必
要性の薄い場合もあるので、実情に
応じて考える。

　（イ）�　部を設置したとき、部長には役員
がなる場合と、役員以外から選任す
る場合がある。役員以外から選任さ
れたものには、役員等に出席を求め
るなどの配慮が望ましい。

　（５）�　市町村老連と政治活動、宗教活動
　　（「老人クラブ運営指針」の例による）



　（６）�　事務局
　　�　事務局は、自主的に設置運営する
ことが望ましい。

説　明
　　�　事務局は、各種の事務、事業を処
理し、また連絡に当たるために設置
され、自主的な体制をつくるように
つとめることが望ましい。

　（７）�　財　　　源
　　①　会　　　費
　　　�　市町村老連が主体性をもって運

営するために、老人クラブは会費
を納入する。

説　明
　（ア）�　市町村老連は、自主的な組織で�
あり、その運営、活動も自主的にす
すめられる。そのための基本的な自
主財源として、会費が位置づけられ�
る。

　（イ）�　会費は、老人クラブから直接納入
することを原則とするが、地区老連
が組織されている市町村にあって
は、これを経由して納入することも
できる。

　（ウ）�　会費の算出の方法としては、基本
的には、クラブ単位割・会員数割、
または両者の併用による方法などが
ある。

　　�　ただし、会費の額、算出方法等は、
総意と納得のうえで決定されなけれ
ばならない。

　②　事業収入
　　�　事業活動にともなって、収入が得
られる場合もある。

説　明
　　�　市町村老連が直接行う活動によっ

て生ずる収入、また生産活動や地域
社会のために行う活動にもとづく収
入もある。これらは原則として、市
町村老連の財源に組み込まれる。

　　�　ただし、連合会本来の活動からは
ずれた収益事業は望ましくない。

　③　補助金等
　　�　市町村老連の活動を、より充実す
るために交付される。

説　明
　（ア）�　老人の生きがいを高め、老人クラ
ブの発展をはかるために交付され
る。これらは、国費、都道府県費を
含めて市町村から交付されるもの、
また、市町村独自で、あるいは都道
府県老連等からの助成や委託もあ
る。

　（イ）�　補助金等は、これによって市町村
老連のすべてをまかなうというもの
ではなく、その活動をより充実させ
るために交付されるものである。

　④　寄　付　金
　　�　寄付金は、市町村老連の運営に充
当する。

説　明
　　�　市町村老連の発展のためになされ
る寄付は受け入れる。

　　�　ただし、市町村老連本来の目的を
そこねるおそれのあるものは受け入
れるべきではない。

　（８）�　経　　　理
　　�　市町村老連は、その経理を明確に
しておく。

説　明
　　�　市町村老連は、予算、決算を行い、
これに必要な帳簿をそなえ、証拠書
類をととのえて、収入および支出の



状況を常に明らかにしておかなけれ
ばならない。

5．市町村老人クラブ連合会の活動
　（１）�　老人クラブの育成、指導
　　①　集団的指導
　　　�　研修等の活動を通じて、老人ク

ラブを育成し、指導者の知識を深
め資質の向上を図る。

説　明
　（ア）�　市町村老連の行う老人クラブの育
成指導は、集団的指導に重点をおい
てすすめられる。

　（イ）�　集団的指導は、研修を中心として
実施される。

　（ウ）�　研修には、指導者の研修、レクリ
エーション等の活動種目別の研修、
会計等の担当者別の研修、会員の研
修、また婦人の研修などが考えられ
る。

　（エ）�　研修の方法は、講義、話し合い、
事例発表あるいは視聴覚教材の利用
などを組みあわせて行うことが望ま
しい。

　（オ）�　このほか、市町村老連の主催によ
る老人大学のような研修もある。

　②　個別的指導
　　�　老人クラブの実情を把握し、必要
に応じて個別に指導し、また相談に
応ずる。

説　明
　（ア）�　個別的指導は、その必要があると
思われる老人クラブに対し、活動を
一層活発にさせるために、重点的に
行われる。

　（イ）�　個別的指導にあたっては、その老
人クラブの置かれている地域、会員、
活動の実態、問題点等を充分に把握

し、これに応じた指導を行うことが
必要である。

　　�　そのためには、その老人クラブに
応じた指導計画をつくって指導にあ
たることが望ましい。

　（ウ）�　個別的指導の基本は、話しあいで
あり、これによって問題点とその解
決方策を理解させ、意欲を盛りあげ
る。

　（エ）�　老人クラブには、組織、運営、活
動等について問題をもっているもの
もあるので、その相談に応ずる。

　（オ）�　地区老連が組織されている市町村
にあっては、地区老連が市町村老連
にかわって個別指導を行うことも考
えられる。

　　�　その際には、指導計画を共同でつ
くるなど、協力することが望ましい。

　（２）�　老人クラブによる共同活動
　　�　すべての老人クラブに共通する特
定の目標を定め、共同して行い、ま
たは老人クラブごとに実施する。

説　明
　（ア）�　個々の老人クラブでも行えるが、
広域的に実施すればさらに成果があ
がり、また連帯感や活動意識も高ま
る活動は、積極的に取りあげる。

　（イ）�　共同活動は老人クラブから盛り上
がってくるものと、都道府県老連な
どから提唱されるものがある。

　（ウ）�　共同活動を取りあげるには、老人
クラブの実情と地域性を考慮して、
充分に協議し、統一した意志のもと
に行う。

　（エ）�　実施の方法としては、一定の期日
を定め、すべての老人クラブが集合
して行う方法と、同じ活動目標で老
人クラブごとにすすめる方法があ
る。



　（３）�　行事・催し
　　�　老人クラブの参加によって開催
し、老人の生きがいを高め、意識の
向上をはかる。

説　明
　（ア）�　老人クラブ大会、老人スポーツ大
会、老人作品展のように、市町村の
段階を範囲とする行事・催しを行�
う。

　（イ）�　必要に応じ、老人クラブ会員のみ
に止まらず、地域の老人あるいは地
域住民、施設、機関、団体等に呼び
かけることもある。

　（４）�　調査・研究
　　�　各種の方法によって調査を行い、
また研究をすすめて、老人クラブの
発展、老人の社会的地位の向上に資
するとともに、地域社会の福祉に寄
与する。

説　明
　（ア）�　調査とは、それによって実態や希
望を総括的に把握し、また問題点を
発見して、活動の企画や推進の資と
することを目的とするものである。

　（イ）�　市町村老連の行う調査には、老人
クラブの活動、老人の生活実態や意
識の調査、人的、物的な社会資源の
把握、その他地域社会の実情調査な
どが考えられる。

　（ウ）�　調査の方法としては、話しあい活
動を行っている中での把握、聞き取
り調査、観察調査、アンケート方式
等がある。

　　�　これらは、市町村老連の組織を通
じて行う。

　（エ）�　市町村老連においては、その市町
村の地域の実情に即した老人クラブ
の在り方や推進方策等を研究するこ
とが必要であり、それによって老人

クラブの指導も効果をあげることが
できる。

　（オ）�　地域の歴史や風俗習慣、民芸等を
調査、研究してまとめることなども
大きな意義を持つ。

　（５）�　地域における活動、行事との関連
　　�　老人の福祉、地域の福祉のために
行われる活動、行事に対しては、積
極的に参加する。

説　明
　（ア）�　市町村老連は、老人クラブの育成
指導にあたるとともに、地域社会の
福祉増進をすすめる役割を持つもの
である。

　（イ）�　市町村の段階において、老人の福
祉や地域の福祉を目的としている各
種機関、団体がある。これら機関、
団体の行う活動、行事に対しては、
市町村老連もこれに参画して、経験
を生かした提言を行い、共同して活
動をすすめ、あるいは積極的に協力
する。

　（６）�　他の市町村老連との交流
　　�　相互の親睦をはかり、老人クラブ
を発展させるために、交流を行う。

説　明
　　�　交流は、これを行う両者が共に得
るところがあるようにすることが望
ましい。このため、目的を明確にし、
事前に準備、研究しておくことが必
要である。

　（７）�　広報活動
　　�　老人クラブの会員の連繋と意識を
高め、また老人および老人クラブ活
動に対する地域社会の理解を深める
ことを目的として行う。



説　明
　（ア）�　会報等の発行は、市町村老連の広
　報活動のうえで大きな位置を占め
る。

　　�　その内容としては、市町村老連の
活動や役員の発言、老人クラブの活
動、クラブ会員の発言や意見交換等
の紙上交流、趣味、娯楽などを取り
入れ、また連絡や各種情報なども掲
載する。

　　�　会報は、老人クラブ、クラブ会員、
関係団体などに配布し、また全家庭
に配布することも考えられる。

　（イ）�　このほか、市町村広報や公民館報
等の活用、各種会合の場における広
報、マスコミ等各種の媒体を活用し
ての広報などがある。

　（ウ）�　また、老人クラブの情報や、老人
クラブに対する地域の人々の意見、
情報などを取り入れることも、広報
の役割の一つである。

6．郡老人クラブ連合会
　�　郡老人クラブ連合会（以下、「郡老�
連」という）は、町村老人クラブ連に
よって組織される。

説　明
　（ア）�　郡老連は、都道府県老連と町村老
連との間に、位置し、町村老連を調
整指導してその充実発展をはかり、
また、都道府県老連の考え方や活動
方針を町村老連に理解させる。

　（イ）�　郡老連として行う運営、活動等は、
おおむね都道府県老連、市町村老連
の方法によってすすめられる。



第　１　章　　総　　　　則

（名　　　称）

第　１　条　　この法人は、一般財団法人大阪府老人クラブ連合会と称する。

（事　務　所）

第　２　条　　この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第　２　章　　目的及び事業

（目　　　的）

第　３　条　　この法人は、老人クラブ活動の推進を図るとともに、高齢者の生き

がいや健康づくり・介護予防活動、地域支え合い活動に関する事業を行うこ

とによって、高齢者の福祉の増進、豊かな地域社会づくりに寄与することを

目的とする。

（事　　　業）

第　４　条　　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

　　　⑴高齢者の生きがいや健康づくり・介護予防に関する事業

　　　⑵高齢者の相互支援、地域支え合い活動に関する事業

　　　⑶老人クラブ活動の支援事業

　　　⑷市町村老人クラブ連合会の相互連携等に関する事業

　　　⑸高齢者福祉に関する調査、啓発事業

　　　⑹その他この法人の目的達成のために必要な事業

　２．前項各号の事業については、大阪府内において行うものとする。

第　３　章　　資産及び会計

（基本財産）

第　５　条　　この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、こ

の法人の基本財産とする。

一般財団法人大阪府老人クラブ連合会　定款



　２．基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって

管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財

産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要

する。

（事業年度）

第　６　条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。

（事業計画及び収支予算）

第　７　条　　この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始

の日の前日までに会長（第 19 条に規定する会長をいう。以下同じ。）が作成し、理

事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合

も、同様とする。

　２．前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備

え置くものとする。

（事業報告及び決算）

第　８　条　　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長

が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなけ

ればならない。

　　　⑴事業報告

　　　⑵事業報告の附属明細書

　　　⑶貸借対照表

　　　⑷損益計算書（正味財産増減計算書）

　　　⑸貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細

　２．前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号及び第４号の書類については、

定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他

の書類については、承認を受けなければならない。

　３．第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、

定款を主たる事務所に備え置くものとする。



第　４　章　　評　議　員

（評　議　会）

第　９　条　　この法人に評議員15名以上30名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）

第　10　条　　評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

（評議員の任期）

第　11　条　　評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

　２．任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退

任した評議員の任期の満了する時までとする。

　３．評議員は、第９条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として

の権利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第　12　条　評議員は、無報酬とする。

　２．評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

　３．前項に関し必要な事項は、評議員会において定める。

第　５　章　　評議員会

（構　　　成）

第　13　条　　評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権　　　限）

第　14　条　　評議員会は、次の事項について決議する。

　　　⑴理事及び監事の選任又は解任

　　　⑵理事及び監事の報酬等の額

　　　⑶貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認

　　　⑷定款の変更

　　　⑸残余財産の処分



　　　⑹基本財産の処分又は除外の承認　

　　　⑺その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開　　　催）

第　15　条　　評議員会は、定時評議員会として毎年度５月に１回開催するほか、

必要がある場合に開催する。

（招　集　等）

第　16　条　　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に

基づき会長が招集する。

　２．評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、

評議員会の招集を請求することができる。

　３．評議員会の議長は、その都度、評議員の互選で定める。

（決　　　議）

第　17　条　　評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を

除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

　２．前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す

る評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければな

らない。

　　　⑴監事の解任

　　　⑵定款の変更　

　　　⑶基本財産の処分又は除外の承認　

　　　⑷その他法令で定められた事項

　３．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項

の決議を行わなければならない。

　　　理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過

半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの

者を選任することとする。

（議　事　録）

第　18　条　　評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を

作成する。



　２．議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人２人は、前項の議

事録に記名押印する。

第　６　章　　役　　　員

（役員の設置）

第　19　条　　この法人に、次の役員を置く。　

　　　⑴理事　９名以上18名以内

　　　⑵監事　２名以内

　２．理事のうち1名を会長とし、５名以内を副会長、１名を常務理事とする。

　３．第２項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一

般法人法」という。）上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般

法人法第197条において準用する同法第91条第１項第２号の業務執行理事と

する。

（役員の選任）

第　20　条　　理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

　２．会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第　21　条　　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。

　２．会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その

業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところに

より、この法人の業務を分担執行する。

　３．会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第　22　条　　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告を作成する。

　２．監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。



（役員の任期）

第　23　条　　理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

　２．補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま

でとする。

　３．理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満又は

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事

又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第　24　条　理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に

よって解任することができる。

　　　⑴職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

　　　⑵心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（報　酬　等）

第　25　条　理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評

議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報

酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができ

る。

　２．理事及び監事にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることがで

きる。

　３．前２項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

（役員の責任の免除）

第　26　条　　この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第１

項の規定により、理事会の決議によって、役員の同法第198条において準用

する同法第111条第１項の損害賠償責任について、賠償責任額から法令に定

める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

　２．理事は前項の決議を行ったときは一般法人法第198条において準用する同法

第114条第３項の定めに従い評議員に対し通知をしなければならない。



第　７　章　　理　事　会

（構　　　成）

第　27　条　　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権　　　限）

第　28　条　　理事会は、次の業務を行う。　

　　　⑴この法人の業務執行の決定

　　　⑵理事の職務の執行の監督

　　　⑶会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

（招　　　集）

第　29　条　　理事会は、会長が招集し、その議長となる。

　２．会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決　　　議）

第　30　条　　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

　２．前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条

の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議　事　録）

第　31　条　　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成する。

　２．出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第　８　章　　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第　32　条　この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

　２．前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第１０条についても適用する。

（解　　　散）

第　33　条　この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功

の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

（残余財産の帰属等）



第　34　条　　この法人は、剰余金の分配は行わない。

　２．この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経

て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に

掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第　９　章　　公告の方法

（公告の方法）

第　35　条　　この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法により行う。

第　10　章　　分　担　金

（分担金の徴収）

第　36　条　この法人の運営に必要な経費を分担金として、この法人に加盟する大

阪府内各市町村老人クラブ連合会から徴収する。

　２．分担金に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附　　　則

　１．この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律第121条第１項において読み替えて準用する同法第106条第１項に定

める一般法人の設立の登記の日から施行する。

　２．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第１項に定める特例民

法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定

にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の

日を事業年度の開始日とする。

　３．この法人の最初の会長は越智秋夫とする。

　４．この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

伊藤眞佐枝 石崎元一 稲垣博巧 上田正行 宇田裕二 大石恭史



大屋俊男 岡井谷初子 岡本　勇 奥村ヒサエ 川島政三 柴田和男

下中郁文 新熊貞治 中島順雄 中村隆一 中西眞澄 縄田　榮

濱田義夫 平井和子 古井政男 松井勝彦 三屋喜三郎 若月　直

渡邊清夫 柳本靜子 横尾常男

別表　基本財産�

（第5条関係）

財産種別 場所・物量等

定期預金 りそな銀行
1,000,000円



（目　　　的）

第　１　条　　この規程は、一般財団法人大阪府老人クラブ連合会（以下「府老連」

という。）定款第10条に規定する評議員及び第20条に規定する理事及び監事

の選任に関し必要な事項を定める。

（評議員及び理事会の構成）

第　２　条　　評議員会及び理事会は市町村老人クラブ連合会会長及びブロックか

ら推薦された女性委員及び若手委員、行政官庁経験者並びに学識経験者で構

成する。

（評議員の選任）

第　３　条　　評議員は定款第10条に基づき、評議員会において、次により選任する。

　２．評議員は、別表に掲げるブロックから推薦された評議員候補者、会長が推薦

する行政官庁経験者及び学識経験者を評議員会において選任する。

（理事の選任）

第　４　条　　理事は定款第20条に基づき、評議員会において、次により選任する。

　２．理事は、別表に掲げるブロックから推薦された理事候補者、会長が推薦する

行政官庁経験者、学識経験者を評議員会において選任する。

（監事の選任）

第　５　条　　監事は定款第20条に基づき、評議員会において、次により選任する。

　２．監事は、別表に掲げるブロックから推薦された監事候補者を評議員会におい

て選任する。

（規程の変更）

第　６　条　　この規程の変更は、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

附　　　則　　この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附　　　則　　この規程は、平成28年4月1日から施行する。

【別表】

　別表を基本とし、市町村老連会長、女性委員、若手委員、行政経験者、学識経験

一般財団法人大阪府老人クラブ連合会
評議員及び理事及び監事の選任に関する規程



者を加えた構成人数は、定款に定める定数内（評議員15名以上30名以内、理

事9名以上18名以内、監事2名以内）とする。
ブロック名 市町村老人クラブ連合会 評議員数 理事数 監事数

北摂第１ブロック 豊能町　箕面市　池田市　豊中市
4

7 1
北摂第２ブロック 島本町　茨木市　高槻市　摂津市
河内第１ブロック 枚方市　交野市　寝屋川市　守口市　門真市

5
河内第２ブロック 東大阪市　八尾市　大東市　四條畷市
河内第３ブロック 柏原市　藤井寺市　松原市　羽曳野市

6

7 1
南河内ブロック 太子町　河南町　千早赤阪村　大阪狭山市

富田林市　河内長野市
泉州第１ブロック 高石市　泉大津市　忠岡町　和泉市

7
泉州第２ブロック 貝塚市　泉佐野市　熊取町　田尻町　泉南市

阪南市　岬町
女性委員 4名以内 3名以内
若手委員 1名

行政官庁経験者
・学識経験者　 2名以内 1名

定　　　数 15 名以上
30 名以内

９名以上
18 名以内 2名以内

（趣　　　旨）

第　１　条　　この規程は、一般財団法人大阪府老人クラブ連合会（以下「府老連」

という。）定款第36条に基づき、府老連に加盟する市町村老人クラブ連合会

からの分担金の徴収について定める。

（分担金の算出基準）

第　２　条　　分担金の金額は、各市町村老人クラブ連合会に加入する老人クラブ

会員１名当たり年額100円とする。

　２．会員数の算出基準は、各年度５月１日現在の会員数とする。

　　　各市町村老人クラブ連合会分担金　　会員数　×　100円　

（分担金の納期）

第　３　条　　分担金の納入期限は、前期分を６月末まで、後期分を10月末までの

納入を原則とする。

　　　ただし、一括納入及び申出による納期を変更する場合はこの限りではない。

附　　　則　　この規程は、平成25年４月１日から施行する。

分担金の徴収に関する規程



（目　　　的）
第　１　条　一般財団法人大阪府老人クラブ連合会（以下「府老連」という。）は、定

款第4条の事業の積極的、かつ円滑なる運営を図るため、部会及び委員会を置く
ことができる。

（部会等名称及び分掌）
第　２　条　部会及び委員会の名称及び分掌は次のとおりとする。
（1）総務・研修部会
　　①府老連の運営
　　②市町村老連活動の把握及び連絡調整
　　③関係団体との調整
　　④各部会との調整
　　⑤各種研修の企画、実施
　　⑥他の部会に主管に属しないこと
（2）文化・社会活動部会
　　①教養向上、レクリエーションに関する事業の企画、実施
　　②社会奉仕活動及びその育成指導
　　③地域支え合い活動の推進
（3）健康部会
　　①健康づくり・介護予防に関する事業の企画、実施
　　②各種スポーツ活動の企画、実施
（4）広報部会
　　①府老連機関紙の発行
　　②会員の加入促進
　　③調査、研究
　　④資料の収集
（5）女性部会
　　①女性リーダー・役員の育成
　　②女性リーダーの相互の連絡
　　③各部会活動への参加促進
（6）若手委員会
　　①若手高齢者のクラブへの加入促進に関すること

一般財団法人大阪府老人クラブ連合会
部　会　等　設　置　規　程



　　②若手委員によるクラブ活動活性化に関すること
　　③若手委員が活躍できる組織作りに関すること
　　④若手リーダーの養成に関すること
　　⑤市町村老連における若手委員会の設置・運営に関すること
　　⑥府老連の運営及び事業の協力に関すること
　　⑦その他、府老連より要請のあったこと
（7）その他、特に会長が必要と認めた部会等
（部会等の構成）
第　３　条　各部会は各ブロックから選出された概ね10名の委員で構成し、部会長は副

会長をもって充て、府老連の会長及び副会長を除く理事はいずれかの部会に所属
し、副部会長となる

　　２　若手委員会（以下「委員会」という。）は市町村老連から推薦された若手委員（年
齢75歳以下を原則とする。）及び外部委員を含み概ね20名で構成し、委員の互選
により、委員長1名、副委員長1名を置く。

　　３　各部会及び委員会の委員は、府老連会長が委嘱する。
（職　　　務）
第　４　条　部会長は部会の事務を総理し、部会長に事故あるときは副部会長がその職

務を代理する。
　　２　部会は必要に応じて部会長が招集し、議長となる。
　　３　委員会は委員長が会を代表し、会務を総括する。委員長に事故あるときは、副

委員長がその職務を代理する。
　　４　委員会は委員長が招集し、議長となる。
（任　　　期）
第　５　条　各部会及び委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（庶　　　務）
第　６　条　各部会及び委員会の庶務は、府老連事務局において行う。
　　２　部会及び委員会の出席に伴う旅費は、一人1回2,000円とし、府老連が負担する。
（運営事項の制定）
第　７　条　各部会及び委員会の運営に関し、必要な事項は部会長及び委員長が別に定

める。
附　　　則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
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