
（趣旨）
第 １ 条 

（使用時間）
第 ２ 条 集会所の使用時間は、午前９時から午後９時までとする。

2

（使用許可）
第 ３ 条

2

3 前項の申請を適当と認めたときは、許可申請書により許可するものとする。

（使用者の遵守事項）
第 ４ 条 使用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

（１） 許可を受けた施設以外の施設に 入らないこと。
（２） 許可を受けた施設以外の設備を使用しないこと。
（３） 許可を得ないで、 品の 及び の 示 等を ないこと。

（第 者をして せる場合も含む。）
（４） 集会所の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
（５） 及び の 止に すること。
（６） 使用に係る施設以内の秩序を保持するために必要な処置を講ずること。
（７） 使用施設の 及び 等を 施すること。
（８） 使用後は、 、施 を 認し、使用記録簿に記入して と共に管 人に すこと。
（９） その他委員 が指示すること。

（使用取り消し等）
第 ５ 条

（１） 使用申請書に偽りの記載があったとき。
（２） 使用許可の条件に違反したとき。
（３） その他この規定に反すると認めたとき。

（使用 ）
第 ６ 条 使用者からは、 表に る使用 を徴収する。

高 崎 集 会 所 管 規 定

この規定は、高崎自治会会則第１６条に基づき高崎集会所（以下「集会所」という。）の
管 運営に関し必要な事項を定めるものとする。

委員会は、準備、練習等やむを得ない事情があり、かつ、集会所運営以上支障がないと認
めた場合に限り、使用時間外の使用を許可することができる。

集会所を使用しようとする者は、管 委員 （以下「委員 」という。）の許可を得なけ
ればならない。
集会所の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の１ヶ月前から３日前まで
の 間内に使用許可申請書を委員 （管 人 付）に 出しなければならない。た し、
区内に緊急事態が発生し使用する場合及び区 を とした自治会 事業または
事業に使用する場合を除く。

委員 は、使用者が次の に 当するときは、その使用許可を取り消し、 は使用を
止することができる。



（使用 の 入）
第 ７ 条

（使用 の ）
第 ８ 条

（使用 の 除）
第 ９ 条 集会所の使用 が次の に る場合に 当するときは、使用 を 除する。

（１） 区内に緊急事態が発生して使用する場合。
（２） 区 を とした自治会の事業に使用する場合。
（３） 区 を とした 事業に使用する場合。
（４） その他、管 委員 が必要と認めた場合。

（き損の届出等）
第 １０ 条

（備付け簿冊）
第 １１ 条 集会所には、「財産・備品台帳」及び「使用記録簿」を備え付けておくものとする。
（規定の改定・廃止）

第 １２ 条

（委任）
第 １３ 条 この規定で定めるものの か、集会所の管 に関し必要な規則は に定める。

附 則
（施 日）

1 この規定は、 ５ ４月１日から施 する。
2 この規定は、 １２ ４月１日から施 する。
3 この規定は、 １８ ４月１日から施 する。

（関係規定の廃止）
1 高崎集会所管 規定（ 和 月1日 定）は、廃止する。

使用者は、集会所の施設、設備 は 等をき損、 は したときは に委員
に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規定の改 ・廃止等は管 委員会において い、その について 会で する
ものとする。

使用 は、第３条第３項の使用許可の 、前 もしくは使用当日までに使用 を めるも
のとする。

使用者が都合により使用しなかった場合、緊急事態により使用できなかった場合は、使用
を全 するものとする。



使用者区分 1
 ・高崎地区に居住する個人及び団体が使用する場合
 ・ 関係（ の使用 ）で使用する場合

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

光熱水費

使用者区分 ２
 ・高崎地区に居住する個人及び団体が、他地区の個人及び団体と共同使用する場合
 ・他地区の個人及び団体が使用する場合

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

ホール ２，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００ ３，０００ ５，０００

第一和室 １，０００ １，０００ １，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００

第二和室 １，０００ １，０００ １，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００

室 １，０００ １，０００ １，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００

備考
 １ 使用時間及び使用区分については、原則としてこの表に定める時間・区分を言う。

 ３ 使用 をそれ れ する場合において、１０円 の が生 たときは、１０円に り上 る。
 ４ 準備、後かたづけに要する時間は、使用時間に含まれる。

 ２ 時間を して使用する場合の使用 については、使用区分の使用 の を時間 によって
   出した とする。この場合において、使用時間が１時間に たない場合は、１時間に り上 る。
   使用区分を して使用する場合は、 区分の合 とするが、光熱水費については、合 する
  ことなく使用時間により徴収する。

（単位：円）

時間 午前９時
午

午後１時
午後５時

午後６時
午後９時

午前９時
午後５時

午後１時
午後９時

午前９時
午後９時

３００ ５００

時間

    し、 な事情 は使用人員により使用時間・使用区分を して使用する場合は、その旨を
  管 人に申し出るものとする。

高崎集会所使用 一覧表

（単位：円）

午前９時
午

午後１時
午後５時

午後６時
午後９時

午前９時
午後５時

午後１時
午後９時

午前９時
午後９時


