
滝山住宅管理組合集会所及び屋外使用細則

（目的‘

第1条 本細則は滝山住宅管理組合規約（以下「規約」という』第43条の規定により、 滝山住宅管理

組合＼以ド「組合」という 2 )の管理共有物のうち、 管理集会所（以下「集会所J という）、 遊歩逍、

公園、遊戯施設およぴ芝地を対象として、 これらの 一部を組合員または滝山団地分譲住宅の居住者（以

F「居住者」という。）が使用するための規則を定めるものである なお、 本細則には規約第l l条に

規定する集会所の経営｀こ関する業務事項も含まれる。

（使用対象）

第2条 本細則において規定する使用対象は次の各号とする：

ー 集会所

集会所とは滝山住宅東集会所および滝山住宅西集会所をいう。

二 屋外

屋外とは遊歩道、 公園、 レスkコ ーナー、 及び芝地の一 部をいう 3 その使用範囲は理事会が別に

これを定めるこ

｛集会祈使用の原則）

第3条 理事長は集会所を組合が業務上使用する場合の他、 組合員または居住者が次の各号に掲：テる目

的のため使用する場合こ、 その使用に供するものとする，， ただし特定の政治活動および宗教活勧その

他これらしこ類する行為のための使用は認めないものとするc

ー 団地内の区分所有建物を管理する団体（以下「棟管理組合」という。‘、 各棟管理組合が協議を行

うための団体（以下「棟管理協議会」という。）および棟管理組合に準ずると理事会が認める団体が

管理業務のために使用する場合

二 居住者の団体が会議または行事を行うために使用する場合

三 居住者が親睦・趣味・教養を目的として囲碁、 将棋、 懇談の会合や音楽、 学習、 手芸、 料理等の

教室を開くために使用する垢合

四 居住者が日常生活上の諸問題について相談するために使用する場合

（集会所使用の特例）

第4条 理事長は、 前条の規定にかかわらず、 次の第一号から第三号までに掲げる場合にあっては他に

優先して、 第四号以下に掲げる場合にあっては組合、 前条第一号の団体および居住者またはその団体

の前条各号に掲げる目的のための使用に支障(/)ない範囲内において集会所を使用させることができる

ものとする。

公謙選挙法（昭和25年法律第100号）に基づヽ投票所または演設会場として使用する場合っ

― 公立病院、保隧所その他の公的機関が居住者の健康診断その他公共の目的のため（こ使用する場合e

- 、居住者が葬儀を行うために使用する場合っ



四 電力会社、 ガス会社、 日本放送協会等の公益的な学を営む者が居住者に対するサ ー ビスを目的と

して使用する場合。

五 団地内に業者が南品の展示または販売のため（こ集会所を使用する湯合であって、 当該展示または

販売が居住者の利便tこ寄与すると理宰長が認めた場合c

六 団地に隣接している他町会等が存在する場合にその相互間の親睦を目的として使用する湯合ン

七 郵便局、 銀行、 その他の金融機関、 生命保険会社または損害保険会社が居住者に対する貯蓄奨励

等を行うために使用する湯合。

八 居仕者が結婚式、 成人式その他、 これらに類する慶ギのために使用する場合？

几 前各号に掲げる場合のほか理事長が特，こ必要あると認めた湯合。

（集会所使用時間）

第5条 集会所の使用時間は原則として午前9時から午後1 0時までとする c

（集会所使用料）

第6条 集会所の使用科は、 理事会が別にこれを定める、

（集会所使用料の徴収等）

第7条 集会所担当理事は、 第l 1条の規定により集会所の使用を承認したときは、 第6条に定める使

用料を使用資任者から徴収する3 徴収した使用料は、 使用の承認を取り消し、 又は使用を中止した場

合においても、 原則として返還しないものとすなただし、 当該使用承認の取り消し、 または使用の

中止が第4条の規定に基づく同条第 — 号から第二号までの製先使用、 または第1 0条第2項の規定に

基づく組合または棟管理組合の優先使用によるものであるときは、 この限りではない。

2 第3条第一 号については使用料を徴収しない3

3 第3条第て号、 同条第三号および同条第四号については、 理享会が特に認めた場合は使用料の徴収

を免除することができる。

4 第4条第 号および第二号に掲げる場合（第4条第九号に掲げる場合で、 これらに準ずると認めら

れるときを含む., )は、 理事長は使用料の徴収を免除することができるさ

（集会所使用料収納金の報告義務）

第8条 集会所担当理事は毎月第1 2条，こ規定する集会所使用日程表と領収金額とを照合確認の；；え、

その翌月に使用料金の徴収額を経理担当理事へ報告するものとする。

＼集会所使用申込受付の原則）

第9条 集会所の使弔については、 その目的により、 原則として次の各号に定める基準、こより申し込み

を受付寸るも(/)とする。 この場合tこおいて、 同の期日または時間に2以上の申し込みがあったこき

は、 先に申し込みを行った者を艇先する、

— 組合が業務上使用する場合並びに第3条各号、 第4条第 号から第 て 号まで及ふ同条第八号（＼司

条第九号に掲げる場合でこれらに準ずるこ認められるときを含むミ ）の場合においては、 集会祈を使



用する日の属する月の前々月1日から申し込みを受付 1ナるもJ)とすなこJ)場合 、 先に申し込みを

行った者を侵先する。 ただし、 士曜Hおよび田曜日の使用について面先するのは月60時間までとす

る。

二 前号以外の場合については、 集会所を使用する日の1 0日前から申し込みを受付けるものとする

（集会所申込受付の特例）

第1 0条 居住者の団体が第3条第二号および第二号に掲げる目的のために集会所を定期的に使用しよ

うとする場合は、 第9条の規定にかかわらず、 あらかじめそれらの団体に使用目的、 使用d時等必要

な事項を届け出させ、 4カ月ごとに定期的な使用を認めるものとする3 この場合において同 一の期日

または期間に2以上の申し込みがあったときは、 それらの団体間で協議して使用者を決めるものとし、

その協議が整わないときは、 抽せんにより決めるものと十る。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、 組合が業務上の目的で使用する塩合、 または棟管理組合が棟総

会開倍で使用する場合は、 先に申込みがあった湯合でも、 これに優先して使用することができる，

＼集会所使用の承認等）

第1 1条 集会所担当理事は集会所の使用を希望する者に対し、 あらがじめ別に定める集会所使用申込

書（以下 、 「申込書；という，）を提山させるものとし、 その内容が適当と認められる磁合は、 方IJtこ定

める案会所使用許可証（以下、 f許可証」という。）を使用貸任者に交付するものとする，，

2 集会所担当理事は、 許可証を交付した後においても、 その使用目的が申込書の記載に反する等集会

所を使用させない必要が主じたときは、 当該集会所の使用許可を取り消-•、 または使用を中止させる

ことができる,

（集会所使用日程表）

第1 2条 集会所担当理事は集会所の使用計画について月ごとに集会所使用日程表を作成し 、 使用日時、

使用目的、 使用責任者等所要事項を記載し、 集会所の使用を希望する者が閲覧できるよう常時整備し

ておくものとするさ

（集会所の鍵の貸与および返却）

第1 3条 集会所担当理事は、 許可証を交付した使用百任者に対し集会所の鍵を貸与し、 集会所の使用

終了後は、 すみやかに鍵を返却させるものとする。 この場合 、 鍵の貸与および返却の状況を別に定め

る鍵貸出簿に記載しなければならない→

（集会所使用ヒの注意等）

第l ➔条 集会所担当理事は 、 集会所(/)使用者に善良な管理者の注意をもって集会所を使用させるとと

もに 、 他の者に迷惑を及ぽさないように注意し、 また 、 使用終了後集会所内の清掃を行わせるものこ

する。 これを遵守しない使用責任者および使用者心ま、 集会所の使用を干上させ、 また；ま以後V冷€用

を禁止することができる。



（集会所使用後の原状回復義務等）

第1 5条 集会所担当理挙は、 集会所の使用者が故意または過失tこより集会所の建物を損偽し、 または

備品等を損し、 もしくは紛失したときは、｛吏弔者の負担1こおいて修復させ、 または、 その修復に要す

る費用を使用貴任者に負担させるものとする，

（屋外使用の原則）

第1 6条 全ての組合員および居住者は屋外を共用使用することができるが、 その部を 一 定時間占用

使用する場合は、 理享長の許可を必要とする。 ただし、 特定の政治活動および宗教活動その他これら

に類する行為のための使用は認めない。 また、騒音や臭気の発生、無許可の焚火等、静穏な団地生活を

乱す恐れのある行為を伴う行事での使用は認めない、

（集会所使用に関する規定の準用）

第1 7条 第4条、 第7条第1項、 同条第4項、 第8条、 第1 2条、第1 4条及び第1 5条の規定は、 屋

外の占用使用の場合に準用する。 この揚合において、 これらの規定の中で「集会所」とあるところは

「屋外」と読み替えるものとするなお、屋外占用使用の場合の使用区域、使用時間及び使用料金，こっ

いては別に定める屋外使用甲込溢に記載する。

（屋外占用使用の科金）

第l 8条 屋外を占用便用する場合の使用料金は、 以下の使用目的月出こ理事会がこれを定める。
ー 一般使用 居住者がサークル活動などにおいて特定の居住者のみを参加対象と｀ごて行う行事に使

用する場合をいう S

二 業者使用 居住者また，ま業者が営利を目的として使用する湯合をいう。

三 特定行宰使用 居住者が親睦や娯楽などの地域コミュニケー ションを目的として不特定多数の居

住者を参加対象として開催する非営利的行事に使用する場合をいう ，' この揚合、 訂催者が参加者か

ら必要経費程度の参加費を徴収することや業者を招致することを妨げない。

四 その他使用 前各号のほか、 理事会が特別に使用を認めた場合をいう。

2 前項第三号については使用料を徴収しない>

（屋外占用使用の申込）

第l 9条 屋外占用使用の申し込みは原則として使用希望日の3週間前までiこ申し込まなければならな

ぃ。 この場合、使用責任者が屋外使用申込溢に必要事項を記入して集会所担当理事に提出することをも

って、屋外使用申込とする。 同一 日時に2以上の申込みがあった場合は、売に申し込みを行った者を優

先する。

2 申し込みのあった屋外占用使用については、 理事会において審議してその諾否を決定し、 許吋する

場合は使用責任者に対/て屋外使用許可証を交付する

3 集会所担当理事は、 許可証を交付した後 1こおいても、 その使用目的が申込云の記載，ご反する等屋外

を使用させない必要が生じたときは、 当該屋外の使用許可を取り消し、 または使用を中止させること

ができる-



附 則

（居住者への周知）

第1条 理事長は 、 この細則の定めるところに従い、 集会所および屋外使用規則を作成し 、 居住者に周

知させるものとする。

（施行日）

第2条 本細則は2 0 2 1年6月1日より施行するさ

（経営細則の廃止）

第3条 本細則の施行に伴い、 集会所経営細則は2 0 2 1年5月3 1日をもって廃止する。

以上




