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桂ケ丘自治会規約 

 

第１章  総  則 

第１条  （名  称） 

         本会は「桂ケ丘自治会」という。 

 

第２条 （会  員） 

         本会は桂ケ丘全戸をもって構成する。 

         家族数に関わらず、１戸当たり１会員とする。 

 

第２章  目的及び活動 

 

第３条 （目  的） 

     本会は会員の協力により会員相互の親和と福利の増進を図り、安らぎと潤いのある生活     

  環境の維持発展に寄与することを目的とする。 

 

第４条 （活  動） 

        本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 

（１） 桂ケ丘の振興並びに発展に関すること。  

（２） 会員相互の親睦に関すること。 

（３） 町内の各種団体との連絡調整に関すること。 

（４） 県、市など行政機関との連絡調整に関すること。 

（５） 桂ケ丘集会所の管理運営に関すること。 

（６） その他目的達成に必要なこと。 

 

第３章  役員及び役員会 

 

第５条 （役員の構成） 

        本会はその目的達成のため、次の役員をおく。 

 

（１）  会長    ・・・・１名 

（２）  副会長   ・・・・２名 

（３）  会計    ・・・・１名 

（４）  防犯灯会計 ・・・・１名 

（５）  部長    ・・・・各部に 1名 

（６）  副部長   ・・・・総務、環境担当に 1名 

（７）  班長    ・・・・各班に 1名 

  

第６条 （役員の選出） 

１． 役員は､立候補により決定される。もし､立候補により役員となることを望む者が複数おり      

   役員の席が不足している場合は､それら複数の立候補者間で話し合い、役員を決める。立 

   候補者間の話し合いで役員が決まらない場合は、総会による投票によって役員を決める。         

   立候補者が不足し、立候補のみにより役員を決定することが困難な場合は､各班より２名
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   ずつ役員候補者を入居順で選出し､それら役員候補者が集まって互選により各役員を決定

   する｡役員候補者間で役員を決める方法は､話し合い､くじ引きなどで為される｡ 

 

２． 立候補により役員となろうとする者は､その翌年度以降、入居順により役員候補者として

選出される責を免れるものではない｡また､立候補により役員となろうとする者が同じ年

度に入居順による役員候補者に該当していた場合､その者はその翌年度に役員候補者とし

て選出される責を受ける｡ 

 

３． 満７５歳以上の者､または心身に重度の障害を負っている者は､役員候補者として選出さ

れる責から免れることができる｡また､桂ケ丘自治会の会長となった者で、役職を全うした

翌年度に桜ケ丘ハイツ自治連合会の役員となった者は、次回の役員候補を辞退することが

できる。但し、同居人で役員候補者の任務を遂行できる者がいる場合は、その者が選出さ

れる責を負うものとする。 

 

４． 前項までに定められた方法により決定した役員は、総会の承認を得て最終的に決定され、

役員となる。 

 

第７条 （執行部及び事務局） 

         会務遂行のため、本会に次の部を置く。 

  （１） 総務部、広報部、環境部、体育部、文化部、防災部及び防犯部 

 （２） 会務遂行のため事務局を置く。   

  （３） 会の事務処理及び管理等のため、必要に応じて事務員を置くことができる。 

  （４） 本会の事務局は桂ケ丘集会所内に置く。 

  （５） （３）項において事務員不在の場合は、会の事務処理及び管理等については、 

   総務部がこれを担う。 

 

第８条 （役員の任務） 

     役員の任務は次の通りとする。 

 （１） 会長  本会を代表し自治会運営の統括を行う。 

 （２） 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 

 （３） 会計  会の収支を正確に記録すると共に、証拠書類を管理し、総会時 

         会員に出納状況を報告する。 

 （４） 防犯灯会計 防犯灯関係の収支を正確に記録すると共に、証拠書類を管理し、 

         総会時、会員に出納状況を報告する。 

 （５） 部長  第７条１項に規定するいずれかの部に所属し担当業務を遂行する。 

 （６） 副部長 部長を補佐し、部長に事故あるときはその任務を代行する。 

 （７） 班長  別途、第１４条に定める 

 

第９条 （役員の任期） 

 （１） 役員の任期は原則として 1年とする。また、立候補により同じ役員職に継続して就ける                   

   のは２期までとする。 

 （２） 任期途中に欠員が生じた場合は役員会において欠員の補充を行う事ができる。 

 （３） 欠員の補充を行った時、後任者の任期は前任者の任期とする。 
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第１０条 （顧 問） 

          本会は、自治会運営上で発生した問題に対し、助言を得るため、必要に応じて顧問を置

 くことができる。 

 

第１１条 （役員会の構成） 

     役員会は第５条の自治会役員をもって構成する。 

     ただし、会長が必要と認めたときは顧問も役員会に出席することができる。 

 

第１２条 （役員会の開催及び決議） 

      １．役員会は会長が必要と認めたとき又は役員の２名以上の要求があった場合、 

          会長が招集する。 

   ２．役員会は役員の半数以上の出席をもって成立する。 

     ３．議決は出席者の過半数の同意をもって決定する。 

 

第４章  班及び班長 

 

第１３条 （班及び班長）  

      １．本会の運営を円滑に行うため、町内を数班に区分し、班を置く。         

      ２．各班ごとに班を構成する会員の中から班長１名を選出する。 

 

第１４条 （班長の任期及び任務） 

         班長の任務は次の通りとする。 

      １．班を代表し役員との連絡調整に関すること。 

      ２．自治会への入会、退会その他会員の移動などの手続きに関すること。 

      ３．入会時、自治会費の徴収、募金の集金等を行い会計へ納入すること。            

      ４．各種印刷物、書類の配布及び回覧をすること。 

      ５．その他自治会活動に必要な事項。 

      ６．班長任務遂行時、班内自治会員の生活状態などの異変に気付いたときは速やかに 

          自治会長まで情報を打ち上げること。 

 

                                    第５章  専門委員会 

 

第１５条 （専門委員会の設置、構成、解散） 

１．本会規約第４条６号に基づき、数年にわたる課題や中長期的テーマ等について課題    

  及び運営規則を定めて専門委員会を設置することができる。                                       

２．専門委員会の構成員数及び委員は、原則として自治会員の 10人以上で構成し、役員会に  

     おいて決定・承認される。         

３．専門委員会の代表には、会長または副会長がなることとする。課題によって 

    は該当する役員部長が委員に加わることもある。専門委員会の中に事務局を 

  構成し、その中から事務局長を選出し、事務局長が運営を担う。 

４．専門委員会は、課題とした事柄が終了したと役員会が認めたときに解散する。 

 

第１６条  （専門委員会の職務） 

１．専門委員会は課題について、さまざまな関係機関と協議して、情報収集に努めながら調

査・研究し、その取り組み結果や成果を役員会に報告する。 

また、総会には書面で報告する。 
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    ２．専門委員会の事務局長は役員会に出席し、現状や今後について報告しなければならない。 

     ３．専門委員会は自治会員に活動内容を広報や講座、イベントなどを通して知らせる。 

 

第６章  総  会 

 

第１７条 （総会開催） 

      １．定例総会は年１回、年度末に開催する。 

      ２．会長は会員全体に関わる事柄で、かつ、利害が発生する場合においては、役 

員会で決議された後、臨時総会を開催することができる。 

 

第１８条 （総会の構成及び議決） 

   １．総会は会員の過半数の出席により成立する。 

          なお、委任状をもって出席に代えることができる。 

      ２．議案の議決は出席会員の過半数の同意をもって決定する。 

 

第１９条 （議決事項） 

   １．規約の制定及び改正 

      ２．役員の選任 

      ３．予算、決算の承認 

      ４．活動計画 

      ５．その他重要事項 

 

第７章  会  計 

 

第２０条 （経費） 

          本会の経費は入会金、自治会費、市報奨金、寄付金、預金利息、その他の収入をもって      

これに充てる。        

 

第２１条 （会費） 

      １．本会の運営のため、会員は次の入会金及び会費を納める。 

                  入会金    ６，０００円      （入会時） 

                  会費    １ヶ月５００円   （１会員当たり） 

      ２．会費は原則として６ヶ月単位で納入する。（４月、１０月） 

      ３．本会への新規加入者に対しては所定の入会届と入会金、会費を班長が徴収し 

自治会会計に納入する。 

      ４．新規加入会員の会費は入居の翌月分から納入する。 

５．会員が退会する場合、既納の入会金及び会費は返却しない。 

   ６．会員が入会後に転居し再入居する場合、改めて入会金は徴収せず、会費は 

     入居の翌月分から徴収する。 

 

第２２条 （会計年度） 

本会の会計年度は毎年２月１１日から翌年２月１０日までとし、会計報告は総会時に行     

う。   
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第８章  監  査 

 

第２３条 （監査） 

      １．本会に監査役１名を置く。 

      ２．任期は選任された年の４月１日から翌年３月３１日とする。 

      ３．監査役は原則として前年度の会長が担当するものとする。 

      ４．監査役は本会の会計監査を行い、総会時、監査報告を行う。 

 

第９章  弔慰規定 

 

第２４条 （弔慰規定） 

      １．会員及び同居の親族が死亡した場合、次の通り弔慰金を支払う。 

① 会員（世帯主）     １０，０００円 

② 同居の家族                ５，０００円 

      ２．葬儀及び通夜の手伝いについては当該班の班長及び役員を中心に各班にて執 

          り行う。ただし、遺族の要望があった場合に限る。 

 

第１０章  雑  則 

 

第２５条 （その他） 

      １．本会は「桜ケ丘ハイツ自治連合会」に所属し、その運営費の一部を負担する。 

      ２．桜ケ丘ハイツ自治連合会（以下「自治連合会」という）の委員として、当該 

          年度の会長・副会長及び自治会員３名を選出し、自治会総会で承認をうけ、自治会の委    

   嘱により、自治連合会規約の定めるところに基づきその任務を 遂行するものとする。 

          ただし、会長・副会長以外の選出が困難な場合、１名ないし２名も可とする。 

      ３．本規約に定めない事項については、役員会にて協議し決定する。 

 

 

 

付 則 

   本規約は平成２９年３月総会の議決を持って承認され、 

     平成２９年４月１日より施行する。 

                                 平成１３年４月１日 制定 

                                 平成２０年４月１日 改定 

                                 平成２１年４月１日 改定 

                                 平成２２年４月１日 改定 

                                 平成２３年４月１日 改定 

                                 平成２４年４月１日 改定 

                                 平成２５年４月１日 改定 

                                 平成２６年４月１日 改定 

                                 平成２９年４月１日 改定 
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桂ケ丘自治会 防犯灯管理規則 

                                 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、桂ケ丘自治会内に存在する防犯灯の維持管理（及び設置）が、桂ケ丘自治会

により、適正に行われることを目的に定める。 

 

第２章 会員 

（会員） 

第２条 この規則に定める防犯灯管理費を納める会員は、次のとおりとする。 

（１）桂ケ丘自治会員（以下「自治会員」という） 

（２）前号に定める者のほか、桂ケ丘地区内に、現に居住する又は家屋を所有する者 

 （1戸あたり 1会員とする）（以下「自治会未加入者」という） 

（３）桂ケ丘地区内に、所在する法人、事業所、事務所、（以下「法人」という） 

 

（自治会未加入者及び法人からの同意書） 

第３条 前条に定める自治会未加入者及び法人には、この規則内容等を説明又は配布し、同意書（別                 

記様式１）を徴するものとする。 

２ 前項に定める同意書を徴した会員は、自治会未加入者（法人）台帳（別記様式２）に掲載し、

適正な管理を行う。 

 

（入会） 

第４条 桂ケ丘地区内に居住することとなった場合、及び法人等については、桂ケ丘地区内に法人

等を設置した場合、入会とみなし、桂ケ丘自治会に書面にて届け出するものとする。 

２ 防犯灯管理費を納める会員になった日がその月の 15日以前の場合は、入会月から第７条に定め

る管理費を納めるものとする。 

 

（退会） 

第５条 第２条に定める要件を満たさなくなった場合、退会とみなし、速やかに桂ケ丘自治会に届

け出するものとする。 

 

第３章 管理の内容 

（管理内容） 

第６条 桂ケ丘自治会は、桂ケ丘地区内に存在する、もしくは新設する防犯灯について、次の業務

を行う。 

（１）防犯灯の電気料金の支払い 

（２）防犯灯の故障時の修繕及び必要に応じた保守点検 

（３）防犯灯新設の必要が生じた際の検討と設置 

（４）防犯灯管理費の徴収、自治会員に対しては班長に対し徴収の指示、自治会未加入者及び法人

会員に対し納付書の送付 

（５）防犯灯管理費の出納、会計処理及び決算監査 

（６）管理費月額の変更案の作成 
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第４章 管理費 

（管理費の額） 

第７条 会員は一口月額４００円の管理費を桂ケ丘自治会に納める。 

（１）自治会員及び自治会未加入会員は、一会員あたり一口とする。 

（２）法人会員は、平成 23年 3月 31日まで㈱桜ケ丘ハイツサービスに納付された管理費の口数と

する。  

（３）新たに加入する法人は、その土地の面積に応じ、次の計算により求めた口数とする。 

  土地の面積（㎡）÷３３０（㎡）＝口数（小数点以下切り上げ） 

 

（管理費の納付方法） 

第８条 自治会員は、前条に定める管理費を、桂ケ丘自治会規約第２１条の定めに基づき、６ヶ月

単位で会費と併せて納付する。 

２ 自治会未加入会員及び法人会員は、あらかじめ桂ケ丘自治会から送付する請求書（別記様式３）

により納付する。納付方法は、原則として自治会指定口座への振り込みとする。 

 

（管理費の納付時期） 

第９条 自治会員の管理費の納入時期は、桂ケ丘自治会規約第２１条に定める納付時期と同じ時期

とする。 

２ 自治会未加入会員及び法人会員の管理費の納付時期は、次の各号から選択できるものとし、第

３条に定める「同意書」で選択するものとする。3ヶ月を単位として、既納の管理費は返納し

ない。 

（１）４月、７月、１０月、１月にそれぞれ当月分から３箇月分ずつ支払う。 

（２）４月、１０月にそれぞれ当月分から６箇月分ずつ支払う。 

（３）４月に当月分から１２箇月分ずつ支払う。 

 

（請求書の送付時期及び納付期限） 

第１０条 第８条第２項に定める請求書は、前条第２項に定める納入時期の各月１０日までに送付

するものとする。 

２ 各納付期限については、前条第２項に定める納付時期の各月末日（当該日が金融機関の休日と

なる場合は、翌営業日）とする。 

 

（未納付の場合の督促） 

第１１条 第７条に定める管理費の納付がない場合、「未納付のお知らせ」（別記様式４）を送付

する。 

２ 前項の「未納付のお知らせ」は、各納付期限から２０日経過し納付の確認ができない場合に送

付する。 

 

第５章 会計 

（経費） 

第１２条 防犯灯管理に要する経費は、当規則に定める管理費、防犯灯を新設した場合の可児市か

らの補助金、その他の収入をもってこれに充てる。 

 

（会計年度） 

第１３条 会計年度は、毎年２月１１日に始まり、翌年２月１０日に終わる。 

２ 会計報告は、年一回会計年度終了後に行う。 
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（計上） 

第１４条 会計年度内におけるすべての収入及び支出は、すべて会計帳簿（金融機関通帳、現金出

納簿等）に計上しなければならない。 

 

（監査） 

第１５条 本会計の監査は、桂ケ丘自治会規約第２３条に定める桂ケ丘自治会の監査役が行うもの

とする。 

 

第６章 雑則  

（例外規定） 

第１６条 本規則の変更については、桂ケ丘自治会総会の承認を得るものとする。 

 

第１７条 本規則の定めない事項については、その都度桂ケ丘自治会の役員会で協議決定するもの

とする。 

 

                  付  則 

         この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

         平成２６年４月１日 改定 

         令和 ２年４月１日 改定 
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桂ケ丘自治会 軽トラック使用規則 

 

第１条  （目 的） 

この規則は、桂ケ丘自治会（以下「自治会」という）及び桂ケ丘住民の諸活動を助長す 

るために配備された軽トラックの適正な管理と運営を図ることを目的とする。 

 

第２条 （使用できる者） 

軽トラックを使用できる者は、自治会をはじめ、桜ケ丘ハイツの住民で構成する組織（会）

及び桜ケ丘ハイツに居住する住民とする。ただし、上記以外の者から使用の申込があっ

たときは、自治会長は使用の目的、内容等を審査のうえ許可することができる。 

 

第３条 （使用目的） 

１． 軽トラックの使用は、次の目的による場合を原則とする。ただし、特定の政治的及び宗教

的活動を目的とする使用はできないものとする。 

（１）官公庁等が必要とする場合 

（２）自治会等の役員会開催時、自治会等が主催する行事 

（３）桂ケ丘自治会以外の自治会の活動 

（４）小・中学校ＰＴＡ 

（５）子ども会 

（６）青少年スポーツ団体 

（７）老人会 

（８）交通安全協会 

（９）青少年育成市民会議 

（１０）体育振興会 

（１１）自治連合会 

（１２）その他、使用の目的を考慮し、自治会役員が必要と認めた場合 

２． 第 3条の各項目優先順位については申し込み順とする。ただし、緊急時においては自治会

長が判断するものとする。 

 

第４条 （管理運営の方法） 

軽トラックの管理運営は、自治会長、副会長、会計及び各部長（以下「自治会役員」と

いう）が協議して行うものとする。ただし、緊急時においては自治会長が判断するもの

とし、後日、自治会役員に報告するものとする。 

 

第５条 （担当者） 

１．  担当者は、各年度自治会総務部とする。 

２．  担当者は、申込の受付・鍵の貸出返却等の管理を行う。 

 

第６条 （申込みの手続） 

１． 軽トラックの使用申し込みは、桂ケ丘自治会事務所に備え付けの「自治会軽トラック借用              

書」に必要事項を記入の上、使用予定の前日までに担当者に提出するものとする。    

ただし、使用の申し込みが重複しない場合は、随時使用の申し込みを受け付けるものと        

   する。 

２． １の申し込みを変更しようとするときは、速やかに担当者に報告するものとする。 

３． 使用責任者は、軽トラック使用規則第８条を厳守するものとし、軽トラックの使用後に 
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おいて「運転日報」及び「軽トラック点検表」を提出するものとする。 

４． 担当者が対応できない場合は、自治会長が鍵の貸出・返却の職務を代行する。 

 

第７条 （使用許可の変更等） 

１． 自治会長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、または使用中において使用者に対

して使用条件を附することができる。 

２． 自治会長は、必要があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。 

３． 自治会長は、使用者の責に帰すべき損害が発生したと認めるときは、使用責任者に必要な

弁償を要求することができる。 

 

第８条 （使用者の責任） 

使用者及び使用責任者は、軽トラックの使用について次のことを厳守するとともに、先      

方及び軽トラックに損害を与えたときには必要な弁償をしなければならない。 

１． 交通安全には充分注意を払い、安全運転に務めること。 

２． 運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用をしないこと。 

３． 軽トラック内での喫煙は行わないこと。 

４． 使用後の清掃と整理整頓に努めること。 

５． 騒音、暴走行為、過積載等、その他好ましくない使用をしないこと。 

６． 使用前、使用後には車両点検を実施のこと。 

７． 使用時間を守ること。 

８． ごみは必ず持ち帰ること。 

９． 消灯、Ｐブレーキ、窓閉め、施錠について確認すること。 

１０． 使用後は、ガソリンを満タンにして返却のこと。 

 

第９条 （使用時間） 

軽トラックの使用時間は、午前 9時～午後 9時までとする。ただし、自治会長が必要と認       

 めたときは時間を繰り上げ、または延長することができる。 

 

第１０条 （雑 則） 

この規則の運営上、疑義が生じたとき及びこの規則の改廃は自治会役員会で審議のうえ決   

 定する。 

 

付 則 

本規則は、平成１７年４月１日から施行する 

     令和２年３月２２日一部改定 
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桂ケ丘集会所使用規則 

 

第１条  （目 的） 

この規則は、桂ケ丘自治会（以下「自治会」という）及び桂ケ丘住民の諸活動を助長する    

 ために設置された桂ケ丘 2丁目集会所（以下「集会所」という）の適正な管理と運営を図

 ることを目的とする。 

 

第２条 （使用できる者） 

集会所を使用できる者は、自治会をはじめ、桜ケ丘ハイツの住民で構成する組織（会）及   

 び桜ケ丘ハイツに居住する住民とする。ただし、上記以外の者から使用の申込があったと

 きは自治会長は使用の目的、内容等を審査のうえ許可することができる。 

 

第３条 （使用目的） 

１． 集会所の使用は、次の目的による場合を原則とする。ただし、特定の政治的及び宗教的活

動を目的とする使用はできないものとする。 

(１) 官公庁等が必要とする場合。 

(２) 自治会等の役員会開催、その他自治会等が主催する行事。 

(３) 自治会員の会合、その他会員が主催する諸行事。 

自治会員が使用し、もしくは参加する物品展示会、各種けいこ事、 

講習会等の催事。 

(４) 自治会員の冠婚葬祭の行事。 

(５) その他使用の目的を考慮し、自治会役員が必要と認めた場合。 

２． 第 3条の各項目優先順位については申し込み順とする。ただし、例外として町内仏事を優

先するが、緊急時においては自治会長が判断するものとする。 

 

第４条 （管理運営の方法） 

集会所の管理運営は、自治会長、副会長、会計及び各部長（以下「自治会役員」という）

が協議して行うものとする。ただし、緊急時においては自治会長が判断するものとし、

後日、自治会役員に報告するものとする。 

 

第５条 （会 計） 

     集会所の運営に関わる費用は、自治会会計支出金，使用料，利息を持ってこれに充てる。 

     集会所の使用料は，桂ケ丘集会所使用細則に定める。 

 

第６条 （監 査） 

１． 監査役１名を置く。 

２． 自治会会計監査役がこの任を兼ねるものとする。 

３． 監査役は会計監査を行い、総会時、監査報告を行う。 

 

第７条 （申込みの手続） 

   集会所の申込みは、桂ケ丘集会所使用細則の定めるところに基づいて申込むものとする。 

 

第８条 （使用許可の変更等） 
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１． 自治会長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、または使用中において使用者に  

 対して使用条件を附することができる。 

２． 自治会長は、必要があると認めるときは使用の許可を取り消すことができる。 

３． 自治会長は、使用者の責に帰すべき損害が発生したと認めるときは、使用責任者に必要

 な弁償を要求することができる。 

 

第９条 （使用者の責任） 

１． 使用者及び使用責任者は、集会所の使用について次のことを厳守するとともに、集会所

 の建物、什器その他損害を与えたときには必要な弁償をしなければならない。 

２． 火気には充分注意を払うこと。 

３． 集会所屋内および出入口付近での喫煙は禁止とする。（加熱式たばこも含む） 

４． 使用後の清掃と整理整頓に努めること。 

５． 騒音、けんかにわたる行為、その他風紀上好ましくない行動をしないこと。 

６． 建物、壁等に釘打ち、貼紙をしないこと。 

７． 私物を集会所内外に置かないこと。 

８． 使用時間を守ること。 

９． ごみは必ず持ち帰ること。 

１０． 消灯、ガス栓の元締め、施錠について確認すること。 

 

第１０条 （使用時間） 

集会所の使用時間は、午前 9時～午後 9時までとする。ただし、自治会長が必要と認め  

  たときは時間を繰り上げ、または延長することができる。 

 

第１１条 （雑 則） 

この規則の運営上、疑義が生じたとき及びこの規則の改廃は自治会役員会で審議のうえ    

  決定する。 

 

付 則 

           本規則は、平成２３年４月１日から施行する 

     令和２年３月２２日一部改定 
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桂ケ丘集会所使用細則 

 

 

第１条  （目 的） 

この細則は、桂ケ丘集会所使用規則に基づく集会所の適正な運営、管理を図ることを目

的とする。 

 

第２条 （使用方法） 

桂ケ丘集会所の使用方法は、随時及び定時とする。 

１． 随時は 1日の内、午前、午後、夜間または 1日を使用する場合とする。 

２． 定時は一定期間（1ヶ月単位とする）における特定日の特定時間に使用する場合とする。 

 

第３条 （使用時間） 

集会所の使用時間は、原則として午前 9時から午後 9時までとする。 

 

第４条 （休 館） 

１． 集会所の休館は、次のとおりとする。 

(１) 8月 13日から 8月 17日及び 12月 28日から翌年 1月 5日まで。 

(２) その他自治会が定める日。ただし、事前に周知する。 

２． 自治会は、特に必要があると認めるときには前項に拘らず使用を許可することができる。 

 

第５条 （使用料） 

１． 公共機関及び桂ケ丘自治会の使用は無料とし、その他の使用については全て有料とする。 

２． 使用料は、集会所使用料一覧表のとおりとする。 

３． 使用料は、使用申込書とともに担当者に納入するものとする。 

４． 定時使用料の納入は、原則として月単位で行うものとする。 

 

第６条 （担当者） 

１． 担当者は、各年度自治会総務部とする。 

２． 担当者は、申込の受付・鍵の貸出返却・使用料等の管理を行う。 

 

第７条 （申込みの手続） 

１． 集会所の使用申込みは、「桂ケ丘集会所使用申込書」（様式１）に必要事項を記入のう

え、使用予定日の一週間前までに担当者に提出するものとする。ただし、使用の申込が

重複しない場合は、随時使用の申込みを受付けるものとする。 

２． １の申込みを変更しようとするときは、速やかに担当者に報告するものとする。 

３． 定時の申込みは、原則として月単位で申込みを行うものとする。 

４． 使用責任者は、桂ケ丘集会所使用規則第９条を遵守するものとし、集会所の使用後にお

いて「安全点検確認書」（様式２）を提出するものとする。 

 

第８条 （申込みの受付） 

申込みの方法は担当者に直接、もしくは班長経由で申込むのものとする。 

 

第９条 （使用の調整） 
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集会所の使用は、原則として申込み日時の早いものが優先する。ただし、使用申込みの

日時が重なったときは、自治会役員会は使用の目的等を考慮して使用者を変更すること

ができる。 

 

第１０条（雑 則） 

この細則の運営上、疑義が生じたとき及びこの細則の改廃は自治会役員会で審議のうえ

決定する。 

 

付 則 

本規則は、平成１３年 10月１日から施行する 

               平成３０年４月１日より使用時間及び使用料金改定 

               令和２年３月２２日一部改定 
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桂ケ丘集会所使用料一覧表 
 

１．集会所の使用料は下記のとおりとする。（平成３０年４月１日より使用料改定） 

 

項     目 使  用  料（円） 

使 用 日 時 部屋 使用料金/１時間 

自治会員の使用 
和室 １５０ 

洋室 ２００ 

自治会員の営利使用 
和室 ３００ 

洋室 ４００ 

自治会員以外の使用 
和室 ３００ 

洋室 ４００ 

自治会員以外の営利使用 
和室 ４００ 

洋室 ６００ 

自治会員の葬儀による使用 

和室 （使用料）+（冷暖房費 5,000） 

※ ただし、備品の破損については実費を徴収 

する。 洋室 

 

※エアコンを使用する場合には、次の金額を加算する。 

 使用１時間につき、和室１００円・洋室１００円 

 

２．下記団体及び機関は、1の使用料を免除する。 

・ 小・中学校ＰＴＡ  ・子ども会（桂）  

・ おしゃべりサロン   ・まちづくりプロジェクト委員会 

・ 自治会が特に認めるもの 
 

３．下記団体及び機関は、1の使用料の半額を免除する。 

・ 青少年スポーツ団体 ・自治会が特に認めるもの 

 

４．団体・機関が集会所を利用する際には、その代表者名で申込み用紙を提出する。 
 

５．コピー機利用料金 

モノクロコピー 片面 １０円／枚  両面 ２０円／枚 

カラーコピー  片面 ４０円／枚  両面 ８０円／枚 

用紙はＡ４、Ａ３とも同料金とする。 
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桂ケ丘  自主防災会・会則 

平成１５年１月１日作成 

桂ケ丘自治会 

 

（名称） 

第１条 本会は｢桂ケ丘自主防災会｣と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、会員の相互協力の精神に基づく自主防災活動を行うことにより、地震、火災、風水

害等の災害による会員の被害の防止および軽減を図り、地域住民の生活の安全確保を目的とす

る。 

 

（会員） 

第３条 本会の会員は桂ケ丘内に居住する全世帯をもって構成する。 

 

（組織） 

第４条  

１． 本会は桂ケ丘自治会によって結成組織され活動する団体である。 

２． 本会の本部は桂ケ丘自治会の桂ケ丘集会所に置くものとする。 

３． 本会の組織は次の構成図である。 

桂ケ丘自主防災会―桂ケ丘自治会――自治会執行部――班長 

 

（活動） 

第５条 本会は，目的を達成するために次の防災関連活動を行うものとする。 

１． 地域住民の防災意識の高揚 

２． 防災訓練の実施（定期） 

３． 地域の安全点検と改善措置 

４． 防災資機材および備蓄物資の点検 

５． 災害時における自主防災活動への積極参加 

６． 地域防災マニュアルの作成，維持管理 

７． その他の防災に関する必要事項の検討 

 

（他機関との連携） 

第６条 自主防災活動が円滑に行えるように、市・諸団体との連携を密にし，応援協力体制を確立

しておくこととする。 

 

（会議体委員の構成） 

第７条 本会は，次の会議体委員を置き目的達成のため活動にあたる。 

議長―――桂ケ丘自治会長 

委員―――桂ケ丘自治会役員および班長 

〃 ―――議長の要請により、関係諸団体の担当者 

〃 ―――議長の要請により、自治連合会の専任役員 

 

（会議体の任務） 

第８条  



16 

 

１． 会議体は自主防災活動の全般を統括する。 

２． 各年度毎に活動方針を策定する。 

 

（活動費） 

第９条  

１． 本会の活動費は，自治会の会計予算（自主防災活動費）から充当する。 

２． 防災活動に関する資機材の寄贈があった場合にもこれに充てる。 

３． 防災活動に関連する寄付金があった場合にもこれに充てる。 

 

（協議事項） 

第１０条 その他，防災活動に必要な事項は，自主防災会議体で協議し自治会定例役員会に答申する。 

 

（附記） 

本会は、平成１５年１月１日から発足する。 
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桂ケ丘自治会防犯カメラの設置及び運用に関する規程 

１． 目的 

本規定は、防犯カメラによる犯罪防止への有用性と住民の容貌や行動がみだりに撮影されないなど

のプライバシーの保護との調和を旨に、防犯カメラを設置及び運用するにあたっての留意すべき事

項を規定するものである。 

 

２． 定義 

（１） 防犯カメラ 

犯罪の防止を主な目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像を撮影し記

録する機能を有するものをいう。 

（２） 対象空間 

団地内から県道多治見白川線につながる出入り口の道路で、誰もが自由に利用又は通行できる空間

を対象としている。 

（３） 画像 

防犯カメラにより撮影又は記録されたものである。 

 

３． 管理体制 

（１） 管理責任者の指定 

適切な管理を図るため、防犯カメラの管理者は自治会長がこれにあたる。 

（２） 取扱者の指定 

管理者は、防犯カメラ、モニター又は記録装置を設置する場合は、その機器の操作や画像の視聴を

行う取扱者（以下「取扱者」という。）を指定する。この場合、取扱者は管理者とは別のものを指

定し、管理者及び指定された取扱者以外の機器の操作や画像の視聴を禁止する。取扱者は各年度自

治会防犯部長とする。 

 

４． 防犯カメラの設置及び運用 

（１） 設置及び運用の制限 

設置者（自治会長）は、防犯カメラ設置及び運用にあたって、犯罪の防止効果を高めるとともに不

必要な個人の画像の撮影を防ぐために、設置箇所及び撮影範囲を必要最小限に定めるものとし、特

定の個人又は車、物を遠隔操作等で継続して追跡撮影を行わないものとする。 

（２） 設置の明示 

設置者は、防犯カメラの設置及び運用に当たって、設置区域や出入口やその区域内の見やすい場所

に防犯カメラを設置していることを明示する。 

 

５． 画像の取り扱い 

（１） 秘密の保持 

設置者、管理者及び取扱者（以下「設置者など」という。）は、防犯カメラの画像から知り得た情

報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために利用しないものとする。また、その職を退いた

後も同様とする。 

（２） 画像の利用及び提供の制限 

警察機関から犯罪・事故捜査目的などによる要請を受けた場合（ただし、捜査機関が画像の提供を

求める場合は文書によるものとする）に限定する。 

 

 

（３） 画像の閲覧・提供時の身元確認 
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設置者などは、画像の閲覧・提供にあたっては、相手先に身分証明書の提供を求める等身元の確認

を行うとともに、閲覧・提供を行なった日時、相手先、目的、理由、画像の内容などを記録するも

のとする。 

（４） 画像の適正管理 

設置者などは、画像の漏えい、減失、き損、流失及び改ざんの防止などその他の画像の適正な管理

のために次の点に留意し、必要な処置を講ずる。 

・画像をチェックする場合には、当該画像を加工してはならないし、チェック後は直ちに消去する。 

 

６． 苦情などの対応 

管理責任者は、当該防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実か

つ迅速に対応するものとする。 

 

７． 個人情報の保護に関する法律の厳守 

防犯カメラにより撮影又は記録された画像は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57

号）の個人情報に該当する可能性があることから、設置者が個人情報を取り扱う場合は、同法の規

定の基づき、適正に取り扱うものとする。 

 

８． 設置・適用要領 

（１） 24時間録画可能な監視カメラを桂ケ丘南北の入り口２箇所に設置 

（２） 画像は２週間録画し、その後は上書き録画により自動更新 

（３） 可児警察署生活安全課の指導により、県道多治見白川線方面からの自動車の出入りを監視

し、住宅は一切写さない。 

（４） 原則非公開で警察機関から要請があった場合のみ画像を提供する。 

    （ただし捜査機関が画像の提供を求める場合は文書によるものとする。） 

 

９． 取り扱いの周知徹底 

設置者は、管理者及び取扱者に対して、設置・運用要領において、画像の適正な取り扱いについて、

周知徹底を図るとともに、定期的かつ必要に応じて研修会を実施するなど適切な指導を行なうもの

とする。 

 

１０． 保守点検 

設置者などは、防犯カメラが適正に作動するよう、定期的に保守点検を行なうものとする。また、

パソコンで防犯カメラの画像を取り扱う場合は、パソコンのコンピュータウィルス対策に十分な配

慮をするものとする。点検時に画像をチェックする場合は、管理者または取扱者が必ず立会って行

い、録画などを一切しない。 

 

 

附 則 

本規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

                  令和２年３月２２日改定 
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桂ケ丘自治会 ホームページ運営規則 

 

（目的） 

桂ケ丘住民の暮らしをより安全に快適にして、生活の利便性を向上させ、住民同士の連絡、交

流の促進と情報発信のため、ホームページ(以下 HP)を運営する。 

（管理運営） 

 管理運営責任は自治会長とし、運営は自治会関連各部が担当し、HP委員がその業務をサポー

トする。班長からも HP委員を選出する。 

・HP委員は自治会長が任命する。 

・HP委員は自治会役員、班長、住民有志から選出し、HP委員会を構成する。 

・HPの運営に係わる費用は、自治会費をあてる。 

・更新頻度等、具体的な運営方法は HP委員会でガイドラインを協議し進めていく。 

・月に１度行われる自治会定例会にて必要に応じて内容報告を行う。 

・掲載判断に迷う事項や、住民や関係者からの修正や削除依頼があった場合は、HP委員会にて検

討し、自治会長の指示に従う。 

（掲載内容） 

・自治会のイベント、専門部会活動の報告、広報紙、桂ケ丘概要/歴史。 

・自治会が認めるその他の団体の活動内容、各種手続きの手引書/フォーマット、便利情報。 

・その他の掲載内容・項目については、自治会及び HP委員会にて協議して進める。 

（掲載禁止事項） 

 掲載内容について、下記の事項を禁止する。 

・ 公序良俗に反すること。 

・ 住民に限らず第三者を誹謗又は中傷すること。 

・営利行為及び法令に反すること。 

・不正なアクセス、不法な改ざん・修正。 

・その他運用に支障をきたすこと、又はきたす恐れのあること。 

（著作権） 

  本 HPの著作権は、自治会にあるものとする。また、引用・参照によって第三者の著作物を利

用する場合は、それを利用する者が当該著作権者の利用許諾を得、その旨を明示して利用する事

とする。 

（個人情報の保護） 

  管理・運営者は個人情報の保護に関する法律を遵守する。 

 

附 則 

この規則は、平成 27年４月１日より適用する。 
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桜ケ丘ハイツ自治連合会規約 

（名称） 

第１条  本会は、桜ケ丘ハイツ自治連合会と称する。 

 

（組織） 

第２条 本会は、桜ケ丘ハイツにおける三単位自治会 （以下「自治会」という。）の賛同をもって

組織する。 

２ 本会の事務局は、可児市役所桜ケ丘連絡所内に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、可児市自治連絡協議会に加入し、行政との連絡・調整や市政への住民要望の反映

を図るとともに、自治会と連携して桜ケ丘ハイツ地域の中長期的課題の解決を目指し、住民の

親和及び地域の発展を図ることを目的とする。 

 

（会務） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の会務を遂行する。 

  （１）行政機関との連絡、要望並びに協議に関すること。 

  （２）市が行う各種行事への支援に関すること。  

  （３）各種の団体との連携に関すること。           

  （４）自治会が共通に抱える重要課題解決の支援に関すること。 

 （５）自主防災意識の涵養及び体制整備に関すること。 

 

（構成員） 

第５条 本会は、次の者をもって構成する。 

（１）所属自治会が自治会員の中から委嘱した者 

     自治会ごとに３名・ただし、やむを得ない場合は、２名以下とすることができる。 

（２）当該年度の自治会会長及び副会長   

     自治会ごとに各１名 

 

（役員） 

第６条 本会に、次の役員を置き会務の運営にあたる。 

  会  長 … １  名 

  副会長 … ２ 名  

  幹  事 … 若干名 

  委 員  …  ６ 名 

２ 本会に顧問を置くことができる。 

３  顧問は、定例役員会において選出し、会長が要請する。 

 

（役員の選任） 

第７条 会長、副会長は、定例役員会において第５条の委嘱者の中から選任する。その他の委嘱者

を幹事とする。 

２  会長は、副会長のうち１名を筆頭副会長に指名する。 

３  会長は、幹事のうちから、筆頭幹事、会計幹事及び広報幹事各１名を指名する。 

４ 当該年度の自治会会長及び副会長（１自治会につき各１名）は、委員に就任する。 
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（役員の任期） 

第８条 会長の任期は、２年とする。ただし、所属自治会から再委嘱を受けたときは、４年を限度

に再任を妨げない。 

２ 副会長及び幹事の任期は、１年とする。ただし、 所属自治会から年度毎に再委嘱を受けたとき

は、３年を限度に再任を妨げない。 

３ 委員の任期は、当該年度の自治会役員任期とする。 

４ 役員に欠員が生じたときは、委嘱元の自治会から補充を受けるものとする。ただし、後任者の

任期は前任者の残任期間とする。 

５ 役員は、任期終了後、新役員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行う。 

 

（役員の職務） 

第９条 役員の職務は次のとおりとする。  

（１）会 長…本会を代表し、会務を統括する。  

  （２）副会長…会長を補佐し、第 12条に定める専門委員会の事務を分掌するとともに、会長に事

故ある時は、筆頭副会長から順次職務を代行する。  

（３）幹 事…会務の運営に参画する。なお、以下の別を設ける。 

   ①筆頭幹事…会長の指示により、予算決算案及び年間活動計画案並びに定例 

役員会の議題の作成等をする。 

   ②会計幹事…筆頭幹事の指示により、収支を管理する。 

③広報幹事…筆頭幹事の指示により、広報事務を処理する。 

（４）委 員…幹事と協力し会務を処理するほか、自治会を代表して後期第１１条２項の事務を

処理し、同第１２条１項の支援要請を行う。 

   

（定例役員会） 

第１０条 定例役員会は、第６条の役員をもって構成する。 

２ 定例役員会は、原則として毎月１回開催する。   

３ 定例役員会は、予め議題を定めて会長が招集し、議長には会長又は副会長が当たる。  

４ 会議は、役員の過半数の出席により成立する。ただし、１自治会につき１名以上の出席がなけ

ればならない。 

５ 議事は、合議制による全会一致をもって決する。ただし、合意に達しないときは、出席者の３

分の２以上の賛成をもって決する。 

６ 議決事項は、会長から指名された幹事が議事録を作成し、速やかに複写を広報幹事に提出する

とともに、原本を事務局に保管しなければならない。 

７ 筆頭幹事は、自治会と協力して議事の周知を図る。 

 

（議決事項） 

第１１条 定例役員会の議決事項は、次の各号のとおりとする。 

（１）年度・活動計画、活動報告に関すること。 

（２）予算、収支決算報告に関すること。 

（３）会長、副会長の選任に関すること。 

（４）規約の改廃に関すること。 

（５）専門委員会の設置、員数及び解散等に関すること。 

（６）顧問の招聘に関すること。 

（７）その他、役員から提案された議事に関すること。 
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２ 前項１号の計画案、２号の予算案及び４号の改廃案については、本会規約第３条の趣旨に基づ

き、予め自治会との協議を経て作成しなければならない。各議案の議決事項及び１号、２号の

各報告の承認については、速やかに自治会に報告しなければならない。  

 

（専門委員会の設置・構成・解散） 

第１２条 本会は、本会規約第４条４号に基づき、役員の要請があったとき、又は自治会から支援

要請があったときは、 運営規則を定めて、専門委員会を設けることができる。 

２ 専門委員会の構成員数は、支援の趣旨を踏まえて、定例役員会が定める。 

３ 専門委員は、次の者をもって当てる。  

（１）本会の役員の中から選任された者。 

 （２）所属する自治会から委嘱を受けた者。 

 （３）定例役員会において委嘱を相当と認めた者。 

４ 専門委員会は、定例役員会が支援に関する事務が終了したと認めたときに解散する。 

 

（専門委員会の職務） 

第１３条 専門委員会は、支援事項について、役員の意見を求め、関係機関と協議するなど情報収

集に努め、調査・研究し、その結果を書面にて定例役員会に報告しなければならない。 

２ 専門委員会の代表者は、定例役員会の求めに応じて、逐次、検討経過を報告しなければならな

い。 

３ 専門委員会は、報告書の複写を作成して、速やかに会長に提出しなければならない。 

４ 広報幹事は、自治会と協力して報告書の周知を図らなければならない。 

 

（運営経費）  

第１４条 本会の運営経費は、次の各号の収入をもってこれに充てる。 

 （１）可児市からの自治会活動報奨費。  

 （２）自治会からの分担金。  

 （３）その他（利息等） 

 

（分担金） 

第１５条 自治会は、本会の運営経費の一部を分担しなければならない。 

２ 分担金の額は、本会の年度活動計画案を踏まえて算定し、年度毎に定例役員会において定める。 

３ 既納の分担金は返還しない。 

 

（会計年度） 

第１６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 本会の収支決算は、年 1回、会計年度の終了後に行う。 

 

（会計監査）                                                             

第１７条 本会の会計は、自治会の当該年度の監査役員に要請し、会計監査を受けなければならな

い。 

２ 自治会の当該年度の監査役員が協議し、その内の３名が会計監査に当たる。ただし、１自治会

につき１名を超えてはならない。 

３ 会計幹事は、会計監査結果を定例役員会に報告し、その承認を得た上、第１１条２項後段に基

づき自治会に報告しなければならない。 

 

（協議事項） 
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第１８条 この規約に定めのない事項については、 原則として定例役員会において協議して決定す

る。ただし、急を要する案件については、会長と副会長が協議して決定し、次回の定例役員会

に報告しなければならない。  

 

（雑則） 

第１９条 本会の役員並びに専門委員及びその同居の配偶者が逝去されたときには、別表に定める

弔意を表することができる。 

 

 

       付    則 

１ この規約は、平成１３年３月１９日から施行する。 

２ 平成２年４月１日策定の桜ケ丘ハイツ自治連合会規約は、廃止する。 

３ この規約は、平成１６年４月１日から一部改正して施行する。 

４ この規約は、平成１８年２月２５日から一部改正して施行する。 

５ この規約は、平成１９年４月１４日から一部改正して施行する。 

６ この規約は、平成２０年４月１３日から一部改正して施行する。 

７ この規約は、平成２１年４月１１日から一部改正して施行する。 

８ この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

９ この規約は、平成２５年４月１日から一部改正して施行する。 

 

 

別表（第１９条 雑則 関係） 

 

対  象 本  人 配 偶 者 

役  員 

専門委員 

香典 １万円 ５千円 

生花 １対 １対 

弔電 あり あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


