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はじめに 

 

  

日頃は、関市自治会連合会及び地域自治会活動に対し、多大なるご理解ご協力をいただき

誠にありがとうございます。 

自治会は、地域における様々な問題や課題の解決を自主的に行い、地域住民の安全・安心

の環境を築くため、重要な役割を果たしています。特に近年、防災や防犯、地域福祉などの

取り組みに対する期待は高まっており、日頃から活発に活動されている地域や、実際に災害

が起こった時に自治会が中心となって積極的に対応に当たられた事例などがあります。 

一方、ライフスタイルの変化や価値観の多様化、少子高齢化の影響などにより、全国的に

自治会加入率の低下や役員のなり手不足が課題となっています。関市においても例外ではな

く、自治会加入率は年々低下しており、令和元年５月の時点で６８．９％となっています。  

今後、関市自治会連合会としては、市民に自治会加入の必要性やメリットを少しでも理解

していただき、自治会に加入しやすい環境を整えていくことが重要であると考えます。また、

役員のなり手不足については、各自治会や支部で役員を決める際に、役員になることが難し

い世帯等に対する柔軟な対応をお願いしたいと思います。 

そういった状況のなかで、自治会活動につきましては、引き継ぎなどをはじめ、日常の運

営においても、戸惑いが多いとの声もあります。 

本冊子は、はじめて自治会長になられた方が戸惑わないように、自治会内の基礎的な内容

や、市から受けることができる補助制度などを記載し、自治会内での課題解決や活動の参考

となるように関市自治会連合会総務部会が中心となって作成したものです。 

自治会によって、運営方法や活動内容などは様々ですので、あくまでも参考にお示しする

ものですが、皆様の自治会活動の一助となりましたら幸いです。 

なお、本冊子は昨年度から発行し、しばらくは毎年更新をする予定です。自治会長として

１年間活動し、冊子についてご意見をお寄せいただき、より役立てていただける冊子にして

まいりたいと考えております。お気付きの点等がございましたら、お知らせいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

 

関市自治会連合会 

 会長 遠藤 俊三 
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１ 自治会活動に関すること 
 

 

1-1 自治会とは 
 

 自治会は、住みやすく豊かな地域づくりを実現するため、地域住民によって自主的に結成さ

れた組織であり、地域におけるさまざまな課題解決に取り組みながら、地域住民の安全・安心

な環境を築くため、重要な役割を果たしています。 

 

1-2  自治会長の役割 

 

○幅広い住民参加への工夫 

  地域住民の意見を活動に反映するため、幅広く住民が参加できるよう工夫しましょう。 

○のびのびとした雰囲気づくり 

地域住民が互いに理解しあえるよう、のびのびとした雰囲気づくりを心掛けましょう。 

○個性を生かした役割分担 

  地域住民一人ひとりの個性を生かし、成長できるような役割分担に配慮しましょう。 

○子どもたちを担い手として 

   子どもの考えを聞いてみることも大切です。子ども部会を設けるなど、自治会活動に 

子どもたちを参画させることで子どもたちの親も自治会活動を見直すきっかけになり 

ます。 

○プライバシーへの配慮 

   プライバシーの問題は、住民同士の関係や自治会への信頼関係の上にあるものという 

意識を持つことが大切です。 

○積極的な情報収集と提供 

   各種研修会や会議に積極的に参加して情報を収集し、情報を役員に提供していくこと 

も大切な役割です。また、自治会でも学習会を開催し、定期的な情報交換の場を設け 

ることで、後継者の育成につながります。 

○加入しやすい環境の整備 

   未加入者の中には、単身赴任や学生、高齢者といった様々な立場の方がいますので、 

その立場に応じて無理なく自治会と付き合っていけるような会員制度（例えば「準 

会員制度」や「特別会員制度」など）を整備するのもひとつの方法です。 
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1-3 規約（会則） 
 

 「規約（会則）」は、自治会活動の基本となる取り決めです。自治会は、この規約に基づき、

会員が納得できる組織や役員、予算、事業等を決定し、事業運営を進めて行くことになります。

この規約が未整備の自治会は、資料を参考に整備しましょう。（参考資料 ３７ページ） 

 規約の内容は、大多数の会員が納得したものでなければなりません。今後、世帯数の増減や

少子高齢化による自治会構成員の変化が生じることも考えられます。これらの変化の中で、継

続的に自治会運営を進めるためには、定期的に規約の見直しを行うことも大切です。 

 

1-4 役員の選出 
 

 役員の選出は、選挙・推薦・抽選・順番制など、いろいろな方法があります。それぞれの自

治会で地域状況を把握し、小さい子どもや介護を要する家族のいる世帯、高齢者のみの世帯、

女性の社会参画などにも配慮して、一番望ましい方法を考えることが大切です。 
 

【役員】 

 「役員」は自治会の決定事項により、自治会活動の目的を実現させるために中心となる人で 

あり、対外的には会を代表する人でもあります。自治会の規模などによって、役員の人数や構 

成は変わってくると考えられます。役員の主な役割は次のとおりです。 
 

 ○自治会長 

  自治会を自主的、民主的に運営し、組織をまとめる代表者です。自治会活動の中心となる 

役割を担います。 
 

○副会長 

 自治会の円滑な運営を図るため、会長の役職を補佐・代行する役割を担います。 
 

○総務部長 

 青少年育成、男女共同参画事業等の推進を担当します。 
 

○交通部長 

 交通安全運動を担当し、交通安全運動期間（春、夏、秋、年末）等の地域での街頭交通安 

全指導に協力します。 
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○防犯防災部長 

 自治防災と自治防犯活動を担当し、地域における防災訓練や自治防犯防災会、自主防災会 

の活動を行います。 
 

○福祉部長 

 自治会連合会各支部や社会福祉協議会各支部の社会福祉活動に協力します。 
 

○スポーツ部長 

 住民の健康づくりと親睦を目的とした体育活動を担当し、自治会対抗野球大会などの各種 

大会の参加に協力し、地域住民の健康づくりを推進します。 
 

○環境衛生部長 

 生活環境美化運動やリサイクル推進を担当し、関市廃棄物減量推進委員として自治会内に 

おいて、ごみの減量化などの活動を推進します。 
 

○女性部長 

 女性部を担当します。また、女性防火クラブ員としての活動への協力をお願いします。 
 

※自治連や市主催で、自治会内の各部長を対象とした説明会等が開催される場合があります。 
 

 

1-5 行事 
 

 行事は、地域住民の親睦や世代間交流の場となるので、多くの自治会ではお祭りや運動会な

どの行事が行われています。 

 地域住民の親睦を深めるためには、このような行事の実施・継続が重要です。行事の企画運

営には、特定の人に負担が偏らないよう、協力して実施することも大切です。 

 

【自治会が実施する行事の例】  

○新年会、忘年会、親睦旅行 

○お花見 

○お祭り（春まつり、夏まつり、秋まつり、など） 

○餅つき大会、バーベキュー大会、カラオケ大会、運動会 

○盆踊り 

○地域清掃  など 
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1-6 会計（予算・決算） 
 

 自治会には、会費や市の業務委託料などの収入があります。金額の多少にかかわらず、適正

に会計処理がなされなくてはなりません。  

 次の点に留意してください。  

○毎年度の収支予算、収支決算を作成すること。  

○会計担当の役員を設けること。  

○会計監査の役員を複数設けること。  

○預金通帳は、自治会の名義にすること。  

○収入・支出の都度、帳簿に記帳するとともに預金通帳に記帳をすること。  

○自治会に交付される補助金や交付金の内訳を確認、把握すること。 
 

【会計監査】 

  「会計監査」は、会計が適切に処理されているか、会計帳簿・領収書等の帳票類や預金通帳・

決算書をもとにチェックし、総会で報告します。 不適切な会計処理があった場合は、改善点

を示して今後の活動に生かしていくことが大切です。  
 

※ 標準的な「予算書」・「決算書」の例は、参考資料４０、４１ページをご覧ください。 
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1-7 自治会長の年間スケジュール（例） 

自治会長の年間スケジュールの一例です。ご自身の自治会と見比べて参考にしてください。 

月 主  な  活  動  内  容 関連・資料 関係機関 

4 

 

  

  

自治会役員会開催（組織・年間計画・予算等協議）     

自治会年度初め総会開催（組織・年間計画・予算等決議） Ｐ３８   

市自治連支部、および市自治連総会出席     

緑の募金協力 Ｐ１２ 農林課 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

5 

  

  

  

自治会コミュニティ活動奨励金交付申請書提出  Ｐ１３、４４ 市民協働課 

市民行動日「ごみゼロの日」参加（地域内清掃呼びかけ） Ｐ１２、３０ 環境課 

支部社協総会出席 Ｐ２７ 社会福祉協議会各支部 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

6 

  

  

社協会費納入協力 Ｐ１２、２７ 市社会福祉協議会 

岐阜県地域子ども支援賞候補者推薦   生涯学習課 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

7 市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

8 

  

  

自治会要望提出 Ｐ９、４３ 市民協働課 

地域ふくし懇談会出席 Ｐ２７ 社会福祉協議会各支部 

日赤社資募金 Ｐ２７ 日赤関市地区 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

9 

  

  

敬老会準備・開催 Ｐ１２、４７ 高齢福祉課 

自治会役員会（敬老会内容、事業協議等）     

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

10 

  

  

赤い羽根共同募金協力 Ｐ１２、２７ 共同募金会関市支会 

防災訓練（市総合防災訓練） Ｐ２１ 危機管理課 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

11 

  

市戦没者追悼式出席     

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

12 

  

  

支部研修会参加     

年末夜警激励     

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

1 市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

2 

  

  

自治会役員会（次年度自治会役員選出等）     

永年勤続自治会役員推薦書提出   市民協働課 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

3 

  

  

自治会年度末総会開催（事業報告・決算・次年度役員等）     

自治会役員選任届提出 Ｐ９ 市民協働課 

自治会コミュニティ活動実績報告書提出 Ｐ１３、４５ 市民協働課 

市広報等配布 Ｐ１２ 行政情報課 

 
注 1）あくまでも活動の一例ですので、自治会によって内容及び時期が異なる場合があります。 

 
注 2）自治会対抗野球大会等のスポーツ活動に参加する自治会が多くあります。 

 
注 3）学校、各種団体からの諸行事への出席依頼（案内状）があり、出席する場合もあります。 
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1-8 各種委員の選出 
  

市などから、自治連支部や自治会代表の委員を推薦するよう依頼がある場合があります。 

自治会や地域によって様々ですが、依頼があった場合は、支部内及び自治会内で話し合い

ふさわしい人を推薦します。 
防災指導委員 
  ・主な活動：防災備蓄倉庫の管理のほか、自主防災組織の育成指導・教養訓練に関すること、地域住民に対

する防災知識の普及に関すること、防災資器材の取扱い及び応急処置等の指導等 

  ・任期・期間：2年間（令和2年4月1日～令和4年3月31日） 

  ・人数：現在41名に委嘱（支部ごとに推薦人数の割り当て有り） 

  ・委嘱者・担当課：関市（危機管理課） 

  ・その他：消防団経験者、消防職員経験者、防災士等の有資格者が望ましい 

民生委員児童委員 
  ・主な活動：地域内の高齢者や障がいのある方、子どもたちの見守り、福祉に関すること・子育て・生活等

の相談または、地域と専門機関のつなぎ役等 

  ・任期・期間：3年間（令和元年12月1日～令和4年11月30日） 

  ・人数：支部ごとに推薦人数の割り当て有り 

  ・委嘱者・担当課：関市（福祉政策課） 

スポーツ推進委員 
  ・主な活動：スポーツ推進のための事業の実施にかかわる連絡調整、スポーツ実技の指導、市民のスポーツ

活動の促進のための組織の育成、市民のスポーツ推進のための指導助言等 

  ・任期・期間：2年間（令和2年4月1日～令和4年3月31日） 

  ・人数：委員定数は50人以下（支部ごとに3名の推薦）※男女共同参画社会に考慮を 

  ・委嘱者・担当課：関市（スポーツ推進課） 

  ・その他：・委員報酬 年額50,000円 

       ・会費 年額25,000円 

       ・スポーツ行事に積極的に参加し活動いただける方、スポーツ活動に関心を持ち、指導的立場に 

なれる方が望ましい 

土木水利委員 
  ・主な活動：道水路における施工承諾のほか、開発、農地転用に係る意見聴取など、土木行政の円滑な推進 

に関する適切な助言・協力 

  ・任期・期間：2年間（令和2年4月1日～令和4年3月31日） 

  ・人数：委員定数は70人以下（支部ごとに推薦人数の割り当て有り） 

  ・委嘱者・担当課：関市（建設総務課） 

  ・その他：委員報酬 年額61,000円 

社会福祉協議会・福祉委員 

  ・主な活動：地域の高齢者や子育て世代などの見守り、地域の困りごとや悩みごとの早期発見、支援等 

  ・任期・期間：2年間（令和2年4月1日～令和4年3月31日） 

  ・人数：支部ごとに推薦人数の割り当て有り 

  ・委嘱者・担当課：関市社会福祉協議会 

農業委員 

  ・主な活動：農地法に基づく許可に関する審議、農地利用の集積・集約化、遊休農地の解消等 

  ・任期・期間：3年間（平成29年7月20日～令和2年7月19日） 

  ・人数：市内全域（19人） 

  ・委嘱者・担当課：関市（農業委員会） 

  ・その他：・委員報酬 月額20,000円  

・月毎の活動記録の報告（所定の報告様式の記入） 
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農地利用最適化推進委員 

  ・主な活動：担当地域による現場活動（農地の無断転用の防止・解消などを図るため調査、耕作放棄地の 

発生防止、解消などを図るための調査等） 

  ・任期・期間：3年間（平成29年7月20日～令和2年7月19日） 

  ・人数：市内全域（25人） 

  ・委嘱者・担当課：関市（農業委員会） 

  ・その他：・委員報酬 月額20,000円 

・月毎の活動記録の報告（所定の報告様式に記入） 

廃棄物減量推進委員 

  ・主な活動：自治会及び地域において、ごみの減量化・リサイクルの積極的な推進を図る、ごみの減量化の 

ための市の施策の啓発及び推進、市との連絡調整等 

  ・任期・期間：1年間（令和2年4月1日～令和3年3月31日） 

  ・人数：各自治会1名（環境衛生部長兼任） 

  ・委嘱者・担当課：関市（環境課） 

清潔なまちづくり推進指導委員 

  ・主な活動：条例推進のための市の施策の啓発及び推進、市との連絡調整、地域でのポイ捨て及びフン害の 

事案等の通報 

  ・任期・期間：2年間（令和元年10月1日～令和3年9月30日） 

  ・人数：支部ごとに1～2名 

  ・委嘱者・担当課：関市（環境課） 

  ・その他：・委員報酬 月額2,000円 

       ・月1回の状況報告（所定の報告様式に巡回結果を記入） 

 

1-9 地区組織（支部） 
 

 市内には５６８の自治会があります。また、地域ごとに地区組織（１８支部）を設けていま

す。自治会長は同じ支部内の自治会長と親睦を深めつつ、独自事業の実施や地域課題の解決に

向けた連携を行います。 

【自治会数（令和２年３月３１日現在）】 

支部名 自治会数 支部名 自治会数 

安 桜 ８５ 下有知 ４９ 

旭ヶ丘 ４８ 富 野 １９ 

瀬 尻 ３０ 桜ヶ丘 ４０ 

広 見 １２ 洞 戸 １５ 

倉 知 ３９ 板 取 １９ 

富 岡 ３６ 武芸川 ６１ 

千 疋  ８ 武 儀 ２６ 

小金田 ５０ 上之保  ９ 

保戸島  ７   

田 原 １５ 計 ５６８ 
 

 



8 

 

1-10 関市自治会連合会 
 

自治会が組織する全市的な団体に「関市自治会連合会」があります。この関市自治会連合会

は自治会相互の連絡調整や、行政等関係団体との連絡調整、また自治会の抱える問題解決を目

指した様々な活動を行っています。 

【役員の構成】 

 執行部＝会長（１名）、副会長（若干名）、会計（１名）、書記（１名） 

 理 事＝市内１８地区の代表者（加入世帯数に応じて定める人数） 

 監 事＝２名 
 

【関市自治会連合会の主な事業】 
 自治会連合会では以下の事業を行っており、その都度各自治会長へ案内がされています。 

自治会運営の参考にぜひ参加してください。 

             

○総会…毎年４月末頃開催。 

（統一地方選挙の年は５月末頃） 

自治会長が参加し、前年度の活動報告 

や新年度の活動方針について審議します。 

 

○会議…執行部会、理事会、部会を開催 
 

 

○視察研修会…毎年７月下旬頃開催。県内外の先進地を理事が視察研修します。 

＜近年の視察先＞ 

・平成２９年度  

 「ご近助拠点づくり」 大野市 

 「自治会連合会と自治振興会連合会の統合」 越前市 

・平成３０年度  

 ７月豪雨災害発生のため中止 

・令和元年度 

 「タブレット端末を利用した複合的サービス」 南丹市 

 「防災体験を通じて防災意識向上」 京都市 
 

 

○市長講話会…毎年１０月頃開催。 

理事を対象に、市の主要施策等について市長講話会を開催します。 

 

 

○自治会対抗スポーツ大会…関市体育協会と共催        （令和元年度実績） 
・ソフトボール大会（参加３４チーム、６４自治会） 
・野球大会（参加８４チーム、１９２自治会） 
・バレーボール、ソフトバレーボール大会（参加９チーム、２５チーム、３４自治会） 
・グラウンド・ゴルフ大会（参加４４チーム、２５自治会） 
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２ 地域活動に関すること 
 
 自治会長は、地域の代表として自治会内の様々な要望や問題に対して対応をすることがあり
ます。また、広報せきの配布等、市・関係機関との連絡調整の窓口の役割を担ったり、地域の
集会施設等の管理を行ったりしているところもあります。 
 

2-1 自治会要望の取りまとめ 
 
   自治会の中で、危険な箇所や整備してほしい箇所など、各自治会で取りまとめて市へ要望

します。緊急を要する案件は随時で要望することもできますが、関市自治会連合会より７月

頃に要望書提出の案内があります。８月末までに事務局（市民協働課）へ要望書を提出しま

す。市は現地確認等を行ったうえで、１０～１１月に回答をします。 

 （要望の様式は 参考資料４３ページ） 

※小瀬区、広見支部、小金田支部、保戸島支部、田原支部、富野支部、洞戸支部、武芸川支部、武儀

支部は、地区または支部で要望をまとめて提出するため、案内を送付しません。 

※各地域委員会で取りまとめて提出を希望される場合は地域委員会などを通して要望してください。 

【注意事項】 

・要望は、原則として各自治会で最重要なものを１件提出します。 

・地区で開催される市政懇談会等の要望事項と重複しないようにしてください。 
・要望に対する回答は１０～１１月頃になるため、緊急を要するものについては電話 

等で直接、市役所担当課または地域事務所と連絡調整を図ってください。 
   

担当課 市民協働課 （内線１３５１～１３５２）北庁舎３階  
 
2-2 市への届出事項 

 毎年市から提出をお願いされる届出があります。広報せきと同時配布されます。 

届 出 事 項 届け出先 届け出方法 提出時期 

自治会役員の選任届 市民協働課 届出用紙 
毎年 

４月上旬 

自治会コミュニティ活動奨励金交付申請書 市民協働課 届出用紙 
毎年 

５月末 

自治会コミュニティ活動奨励金実績報告書 市民協働課 届出用紙 
毎年(翌年) 

４月上旬 

自治会の設立・解散、合併・分離、 

区域・名称の変更 
市民協働課 

新たな区域の確認 

などが必要です。 

直接市役所まで 

お越しください。 

 

随時 

 
担当課 市民協働課 （内線１３５１～１３５２）北庁舎３階 
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2-3 市からの支援制度 
 

自治会活動に対して、次のような支援制度があります。 

 補助・支援の名称 担当課 概    要 ページ数 

1 自治会活動保険 

市民協働課 

市役所北3階 

0575-23-6806 

自治会活動、自治会行事において発生した

事故により、自治会もしくは自治会員が被

る損害に対し、保険金が支払われます。 

P.14 

2 自 治 会 コ ミ ュ ニ

ティ活動奨励金 

自治会におけるコミュニティ活動や市行

政への協力推進のための奨励金が交付さ

れます。 
P.13 

3 地区集会施設設置 

等助成 

管財課 

市役所北4階 

0575-23-8121 

地区集会施設を設置又は改修等を行う場

合に助成されます。 

 

P.17 

4 ボランティア袋の 

支給 

環境課 

市役所北1階 

0575-23-6733 

ボランティア等による美化活動を支援す

るため、ごみを処理するために必要なボラ

ンティア袋が支給されます。 

P.31 

5 ごみステーション 

整備補助金 

清掃事務所 

0575-22-0314 
自治会が、ごみ集積所の整備を行った場合

に助成されます。 
P.30 

6 

 

 

融雪剤の配布 

土木課 

市役所北4階 

0575-23-7713 

雪などで凍結した道路を溶かすため、融雪

剤が提供されます。 
－ 

7 アスファルト補修材

（レミファルト）の

配布 

自治会で簡易に道路舗装を補修する場合

に支給されます。 － 

8 土木課備品の貸し

出し 

自治会の清掃活動等で使用できるよう、側

溝蓋上げ機の貸し出しを受けられます。 － 

9 自治会公民館等の

課税免除 

 

税務課 

市役所南1階 

0575-23-8783 

自治会活動で使用されている建物や土地

にかかる固定資産税（有料で使用するもの

を除く）が免除されます。 

 

－ 
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補助・支援の名称 担当課 概    要 ページ数 

10 敬老会事業補助金 高齢福祉課 

市役所南1階 

0575-23-8127 

高齢者に長寿と敬愛の意を表することを

目的に敬老会を開催した場合に、その事業

に対して補助金が交付されます。 

P.47 

11 関市ちびっ子広場 

整備事業補助金 

子ども家庭課 

市役所南1階 

0575-23-7738 

地域のちびっ子広場を整備する際にか

かった経費に対し助成されます。 － 

12 防災訓練補助金 

 危機管理課 

市役所北2階 

0575-23-7736 

自主防災会が行う防災訓練で、5,000円以

上の経費を要するものに対し補助が受け

られます。 

P.21 

13 

 

防災資機材整備事

業補助金 

自主防災会で購入した防災資機材に対し

助成を受けることができます。 P.21 

 
2-4 市などから依頼される業務 

  

市から自治会に依頼される業務があります。文書の配布や募金のとりまとめ、災害時

の被害調査など協力をお願いします。 

   

【依頼される業務】 

 ①「広報せき」等の文書配布 

 ②市民行動日「ごみゼロの日」での清掃活動の実施 

 ③募金、会費等のとりまとめや受領 

④災害時における住民の安否確認等 

 ⑤敬老会での米寿祝いの配布（敬老会事業補助金申請団体のみ） 

  詳細は、敬老会フローチャート（P47）を参照ください。 

  上記以外にも各担当課より依頼される場合があります。 
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①「広報せき」等の文書配布 

 原則として毎月１回（月末頃）。広報せきの他に広報と同時に配布・回覧する文書が

自治会長に届けられるので、配布の手配を行います。 

 ※世帯数が変更となった場合は担当課に変更内容（必要部数の増減）を知らせます。 

担当課 行政情報課 （内線１５０１）北庁舎５階 

 

②「ごみゼロの日」での清掃活動の実施 

 毎年５月３０日が市民行動の日として「ごみゼロの日」と定められ、５月下旬に 

清掃活動の協力依頼があります。 

担当課 環境課 （内線１１５３）北庁舎１階 

 

③募金、会費等のとりまとめや受領 

  緑の募金や赤い羽根共同募金、社会福祉協議会会費等のとりまとめ（集金の手配、

振込等）を行います。 

 担当課 農林課（内線１２４３）北庁舎２階、福祉政策課（内線２１５２）南庁舎１階 

関市社会福祉協議会（電話０５７５－２２－０３７２）総合福祉会館２階 

 

 ④災害時における被害調査等 

  災害時、避難場所や避難所に避難した住民の人数や、状況を災害対策本部へ連絡し 

ます。 

担当課 危機管理課〔災害時：災害対策本部〕 

（内線１２８１〔災害時：１２９０〕）北庁舎２階 

 

⑤敬老会での米寿祝いの配布 

 敬老会事業補助金を申請された団体につきましては、米寿祝いの配布を依頼する 

場合がありますので、敬老会の際に対象者へお渡し願います。 

担当課 高齢福祉課 （内線２１４４）南庁舎１階 
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2-5 自治会コミュニティ活動奨励金 
 

 ○自治会コミュニティ活動奨励金交付申請及び請求 

  市は、自治会におけるコミュニティ活動や市行政への協力等の推進のため、奨励金を交 

付しています。交付を受けるためには広報せき５月号と同時配布される交付申請書に必要 

事項を記入し、市民協働課に提出します。 

 期限までに提出した場合、例年７月末日までに各自治会指定の口座に振り込まれます。  

 

【奨励金算出方法】 

 ①均等割 ５，０００円 

 ②世帯割 ２，７５０円×世帯数（当年度４月末現在の世帯数） 

 ③防犯灯奨励金 自治会管理の防犯灯に対し、３００円/基（土木課担当 併せて交付） 

  ①+②+③ を上限額として交付されます。 

 

【提出書類】 

 ・自治会コミュニティ活動奨励金交付申請書兼請求書 

 ・奨励金の振込みを希望される金融機関の通帳(見開き１･２ページ)のコピー 

 

 

○自治会コミュニティ活動奨励金実績報告 

  奨励金の交付を受けた自治会は、期限までに市民協働課へ実績報告書の提出が必要

です。この実績報告書は広報せき２月号と同時配布されます。 

  

【提出書類】 

 ・自治会コミュニティ活動奨励金実績報告書 

 ・自治会会計決算書（写し） 

  

※詳しくは、参考資料４４、４５ページをご覧ください。 
  
 

担当課 市民協働課 （内線１３５１～１３５２）北庁舎３階 

 

 



14 

 

2-6 自治会活動保険 

  

この「自治会活動保険」は、各自治会が開催する行事活動並びに市及び支部との共

催による行事活動によって生じた対人・対物事故による損害や、自治会活動に伴う住

民のケガや費用損害を補償する保険です。保険料は市が支払うため、自治会の負担は

ありません。 

また、事故が保険適用になるかどうかの最終判断は、市と保険契約を締結した保 

険会社が行うこととなります。 

事前に、運用などの詳細について下記保険会社へお問い合わせください。 

 

○保険の内容 

 ・賠償責任補償 … 自治会施設の欠落や自治会活動等によって生じた対人・対 

物事故による賠償責任補償（１事故につき２億円程度） 

例）清掃活動中に近くに駐車してあった車に石が飛びフロントガラスにヒビが入った 

   ・傷害補償 … 住民が自治会活動中に傷害事故にあった場合の補償 

            死亡保険金（１保険者につき）   ５００万円 

            後遺障害保険金（１保険者につき） ５００万円 

            入院（１保険者、１日につき）   ３，０００円 

            通院（１保険者、１日につき）   ２，０００円 

    例）広報紙配布中に転倒し負傷した、自治会対抗野球大会中に肉離れをおこした 

 

 ・傷害見舞費用補償 … 自治会活動に参加中の住民の親族等がケガをし、８日 

             以上入院をした場合、または事故の日から１８０日以 

内に後遺障害が生じたときや死亡した場合に見舞金を 

補償 

傷害見舞費用（１事故につき）１０万円程度 

    例）自治会のお祭りに自治会員の親族（自治会員以外）が参加しケガをした 

 

   ・費用損害補償 … 屋外で行う自治会活動等が降水で中止または延期になった 

場合、仕出し弁当やキャンセル料等の支出について費用を 

補償（１事故損害額の７０％で３０万円程度） 

 

〇自治会保険の請求方法 

   事故発生後、所定の用紙で自治会長から保険会社に報告します。 

 

 

保険会社（株）フジヨシ 電話0575-23-7770  FAX0575-23-7775  
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2-7 自治会名簿を作るときの注意事項 
 

自治会活動の中で、会員名簿や災害用世帯台帳等を作成する場合があると思いますが、作成

の際は自治会内で十分協議し、自治会員の理解・賛同を得たうえで作成してください。 

また、自治会の名簿は、個人情報保護法が適用されるので、個人情報の取り扱いに十分注意

してください。 

※平成２７年９月に改正個人情報保護法が成立し、平成２９年５月３０日に全面施行されまし

た。改正後は、自治会等非営利組織を含むすべての事業者に個人情報保護法が適用されます。 
 

◆個人情報を集める、保管するときのルール 

①個人情報を集める前に！・・・利用目的の特定 

個人情報の利用目的をあらかじめ特定する必要があります。 

   例）自治会員名簿を作成し、名簿に掲載されている自治会員に対して配布するため 

     自治会の連絡網を作成し、記載されている者に配布するため 
 

②本人から個人情報を集めるとき・・・利用目的の通知・公表 

個人情報を集める際に配布する用紙に、あらかじめ定めた利用目的を記載する必要があ

ります。 
 

③個人情報を保管しているとき・・・安全管理措置 

自治会等において、盗難・紛失等のないように適切に管理する必要があります。また、

名簿の配布等を行う場合には、盗難や紛失、転売したりしないように取扱いに関する注意

を呼びかけましょう。 

 

◆個人情報を第三者に提供するときのルール 

個人情報を第三者に提供する場合は、必ず本人の同意を得る必要があります。 

なお、以下の場合は同意を得なくても会員以外に名簿を提供できます。 

１．法令に基づく場合（警察からの照会 など） 

２．人の生命、財産を守る場合（災害発生時の安否確認 など） 

３．委託先に提供する場合（名簿の印刷の際、印刷業者に提供する場合 など）ただし、

委託先に個人情報を提供する場合は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、

適切な監督を行わなければなりません。 

（委託先における名簿の管理の状況を把握し、管理が不十分なときは指導する など） 

※個人情報保護法 第２２条参照（委託先の監督） 
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2-8 自治会長名の公表 
 

「自治会役員の選任届」で届け出いただいた自治会長等の個人情報について、次のとおり取

り扱われますので、ご承知おきください。 
 

１ 会長の氏名については、自治会名とともに公表されます。（地縁による認可をうけている 

自治会については、会長の住所も公表されます。） 
 

２ 連絡先等（住所・電話番号等）その他の個人情報については、市の業務、公益上必要と認 

められる場合は、次の範囲で公表されます。 
 

 請求者 利用目的 

1 ・転入者 

・新規加入事業所・店舗 

・不動産業者                 

             

 

など 

 

①ごみステーションの利用・管理等についての照会 

②自治会の行事や自治会費等についての照会 

③自治会の清掃活動など環境美化に関する照会 

④集会所などの利用についての照会 

⑤自治会活動の支援に関する事項 

2 ・電気・ガス・道路・通信 

 などの工事関係者 

・開発・建設業者 

      

など 

①市民への注意喚起 

②地元説明会の開催の周知 

③自治会長の承諾や現場立会 

④工事施工の協力依頼に関する事項 

3 ・住民団体         

 自治会連合会・ＰＴＡ・ 

 その他ボランティア団体 

 

など 

  

① 市民への文書配布のための照会 

 

4 ・市、国、県の機関 

 

など 

 

①市民生活の安全に係る回覧物等の配布 

②当該自治会に対する意見・要望の聴取 

③公益目的で市行政に関係する事項 

 

担当課 市民協働課 （内線１３５１～１３５２）北庁舎３階 
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2-9 集会施設設置等に対する補助金 

 

市では、市内自治会が使用する集会施設の設置・改修及びエアコンの設置に対して補助金を

交付しています。計画があるときには、管財課にご相談ください。 
 

【対象となる工事など】 

区   分 助成金の額の計算方法 限 度 額 

1 集会施設を設置する場合 助成対象経費×0.5 
100,000円×世帯数又は 

10,000,000円のいずれか低い額 

2 集会施設を改修する場合 助成対象経費×0.5 3,000,000円 

3 エアコンを設置する場合 助成対象経費×0.5 1,500,000円 

 

 

※国、県など他の補助金を受ける場合は、この補助金の交付を受けられません。 

※補助金の事後申請は出来ませんので、必ず事前にご相談ください。 

 

担当課 管財課 （内線１４２４）北庁舎４階 
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３ 防災対応に関すること 
 

災害が発生すると、自治会長は行政と地域をつなぐ重要な役割を担わなければなりません。 

そのために、どのような役割があるのか、日頃から何を準備するべきかを理解しておくとと

もに、地域の防災意識を高め、いざという時のために備えて防災訓練等を行います。 

 

3-1 自主防災会とその活動 
 

災害から命を守るためには、地震などの予知が難しい災害では事前の備えが大切であり、風

水害など災害発生が予測できるものは安全なうちに避難を完了しておくことが重要です。それ

ぞれの地域で災害時に防災活動を組織的に行うため、自主防災会として普段から活動を行いま

しょう。※市内には、ひとつの自治会がひとつの自主防災会である場合や、いくつかの自治会

や区でひとつの自主防災会を構成する場合など、地域によって活動の形態に違いがあります。 
 

○災害が発生する前に 
 自主防災会長には、地域で避難する場所（避難場所）を決めたり、防災訓練を計画・実施し

たりする役割があります。会長が中心となって計画を立てて、より多くの方が参加できるよう

に実施することが大切です。緊急連絡網の作成や、地域内の危険箇所点検・把握を行うのも効

果的です。 

・令和元年度の訓練活動例 

 土嚢づくり体験、非常食試食体験、避難訓練、災害図上訓練、防災講座、備蓄倉庫点検 等 
  
 また、地域や家庭で災害時に何が必要か話し合って、物品を備蓄することも大切です。市は

市役所や各小中学校に備蓄品を置いているのと、公園等に防災備蓄倉庫を６９か所設置し管理

しています。中に入っている備蓄品は下記の表のとおりです。市が設置した備蓄倉庫以外にも、

地域によっては独自に備蓄品を準備し、管理している場合があります。防災訓練の際などに中

身を確認し、期限切れの物を交換したり不足分を買い足したりしましょう。その際、防災資機

材整備事業補助金（Ｐ.２１）を活用することができます。 
 
標準型防災備蓄倉庫の備品一覧の例 ※備蓄倉庫の型によって入っている備蓄品は異なります。 

分 類 資 機 材 
救助器具 チェーンソー、ジャッキ 

工 具 等 
ノコギリ、かけや、ハンマー、ツルハシ、バール、スコップ、オノ、鎌、脚立、 

工具セット、トラロープ、縄 

発電、投光 発電器、投光器、コードリール 

燃 料 ガソリン 

装 備 懐中電灯、非常用キャンドル、ラジオ、メガホン、電池、ヘルメット、軍手 等 

消防・水防 バケツ、土のう袋 等 

救 護 折りたたみ式リアカー、折りたたみ式担架、救急箱 

生 活 テント、ブルーシート、毛布、ビニール袋 

ト イ レ 組立式トイレ、簡易組立式トイレ、トイレ用テント、トイレットペーパー 

食 料 給水ポリタンク、災害時用炊飯装置一式、クラッカー、アルファ米 
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【大雨・洪水警報が発表された時や台風接近時など災害が予測できる場合】 

早めに避難を完了することが有効であるため、避難が必要だと判断した場合は、地域内の方

に避難を呼びかけてください。また、地域の人が避難しやすいように、自ら率先して安全な場

所へ避難しましょう。地域の公民館や集会場が避難場所である場合は、その場所が安全か確認

し、開錠するなどして避難できる状況にします。 

 なお、避難時には、各自で飲み物や食べ物・毛布などを持ち、余裕をもって避難することが

重要です。 

避難場所に到着したら、避難した人たちの状況把握を行い、何人避難しているかなど避難状

況を関市災害対策本部の地区・地域支部へ報告してください。 

※地区支部の連絡先は次ページの「防災対策本部地区・地域支部一覧」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
災害対策本部地区・地域支部一覧 

No. 支部 地区支部 電話番号 所在地 

1 安桜 安桜ふれあいセンター 25-0130 千年町2丁目18-1 

2 旭ヶ丘 旭ヶ丘ふれあいセンター 25-0515 仲町8-15 

3 桜ヶ丘 桜ヶ丘ふれあいセンター 22-1931 鋳物師屋5丁目2-30 

4 小瀬 鮎之瀬ふれあいセンター 23-9988 小瀬153 

5 池尻 池尻東集会場 ― 池尻268-1 

6 倉知北 倉知ふれあいセンター 23-9830 倉知927-1 

7 倉知南 四季の台公民センター 24-7013 倉知2924-151 

8 富岡 富岡ふれあいセンター 24-3700 市平賀506-1 

9 千疋 西部ふれあいセンター 別館 ― 千疋196 

10 田原 田原ふれあいセンター 24-4848 西田原1426-1 

11 下有知 下有知ふれあいセンター 25-2020 下有知3245-32 

12 富野 富野ふれあいセンター 29-0788 西神野144-1 

13 小金田 西部支所 28-2124 小屋名110 

14 保戸島 保戸島公民センター ― 側島561-5 

15 広見 広見公民センター ― 広見811-1 

16 洞戸 洞戸事務所 0581-58-2111 洞戸市場294-5 

17 板取 板取事務所 0581-57-2111 板取1643-17 

18 武芸川 武芸川事務所 46-2311 武芸川町八幡1446-1 

19 武儀 武儀事務所 49-2121 中之保5696-1 

20 上之保 上之保事務所 47-2001 上之保15019 

避難情報が発表されると、市民協働課より自治会長に内容を伝える電話があります 
※全域に発表された場合は、電話はかかってきません  
①地域内の人たちに、早めに避難するように呼びかける  
②避難場所が安全かどうか確認をし、そこが公民館や集会所である場合は開錠する 
 
③避難場所に避難してきた人の状況確認を行い防災対策本部地区・地域支部に報告する 
・避難者の人数   ・けがや健康状態   ・不明者の情報 
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○災害発生直後 
 地震など予知できない災害が発生した場合、地域の人や消防団、民生委員等と協力して救助

活動や、消火活動などを行います。 

  
 

○災害発生後 
災害発生後には地域の人の安否確認や、ケガ人や倒壊家屋、倒木など、地域の被害状況を把

握し、災害対策本部地区・地域支部へ報告します。 

家屋の倒壊等で、避難所での生活が余儀なくされた方がいる場合などは、名簿の作成などを

行います。 

復旧復興時には、消防団や関係団体と情報を共有し支援活動を実施したり、地域の要望の集

約や市からの情報の周知を行ったりします。 

 ・平成３０年７月豪雨の活動事例 

  災害ボランティアと地元のつなぎ役、地域の見回り、避難者・被災者支援 など 

 

担当課 危機管理課 （内線１２８３～１２８４）北庁舎２階  
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3-2 防災に関する市からの支援 
 

市は、自主防災組織が活動を行うにあたり必要な設備や訓練、資材購入に補助金を出し、自
主防災の充実と向上を支援しています。 

○防災訓練補助金 

対 象 者 自主防災会 

交付回数 1自主防災会について、１年度につき１回 

対象となる訓練 

自主防災会が主催する防災訓練で、5,000円以上の経費を要するもの。

（避難訓練・消火訓練・救命救助訓練・炊出訓練・家具固定実演など） 

※飲み物は補助対象ですが、お菓子や粗品（ウォーターバッグなど）は

補助対象外です。 

補助金額 
対象訓練を行う自主防災会を構成する自治会の数に5,000円を乗じて得
た額 又は 対象経費の総額（1,000円未満切捨）のいずれか低い額 
※上限200,000円 

申  請 
事前（開庁日）に危機管理課へ申請を行ってください。 

※訓練を実施した後の申請は受付できません。 

 

※ 関市会計予算内での補助です。（１２月までに申請してください） 

 

○防災資機材整備事業補助金 

対 象 者 自主防災会 

対象となる資機材 

自主防災会の防災活動に必要な資機材（非常食、救助資機材、消火器具等） 

※詳細は危機管理課までお問い合わせください。 

※個人へ配布するものは対象になりません。 

※消火器・AEDは「新規購入」「買い替え」が対象です。 
 （中身の詰め替えやバッテリーは対象になりません。） 

※令和元年度より次のものが新しく対象となりました。 
 ・自主防災会、自治会等が設置する「防犯カメラ」 
 ・地震後の火災を予防する「震感ブレーカー」(自主防災組織として 

10世帯以上で購入する場合) 

補助金額 
資機材の費用の２分の１に相当する額（1,000円未満切捨） 

※限度額200,000円 

申  請 

資機材を購入する前に危機管理課まで申請してください。 
※資機材を購入した後の申請は受付できません。 

※申請は２年に１度しかできません。 

（２年連続して申請できません。） 
 

※ 関市会計予算内での補助です。（１２月までに申請してください） 
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○地域防災組織育成助成事業 
 （一財）自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として実施するものであり、地域の自

主防災組織の発展と、防犯・防災の向上を目指すものです。 

助成金額 助成内容 

２００万円まで 
自主防災組織（消防団は除く）が行う地域の防災活動に 

必要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備 

 

※助成の可否は、（一財）自治総合センターが決定するものであり、必ず採択されるもので 

はありません。希望される場合は、できるだけ早めに危機管理課へご相談ください。 
 
○防災士育成事業補助金 
岐阜県では、防災・減災に関する専門的な知識を習得し、地域の防災リーダーとして活躍で

きる人材を育成するため、「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座」を実施しています。この講

座を受講することにより、防災士資格取得試験の受験資格を得ることができます。 

また、市では防災士の資格を取得しようとする者に対し、補助金を交付し、地域防災の担い

手の育成を支援しています。 

※防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動

が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を習得したことを日本防災士機構が

認証した人のことです。 

対 象 者 個人 

対象となる費用 
研修講座受講料、研修講座の受講に係る教材費、 

防災士資格取得試験受験料、防災士資格証登録料 

補助金額 対象経費の２分の１※上限30,000円 

 

○防災行政無線「戸別受信機」購入補助金 
災害時における情報伝達の向上を図るため、防災行政無線「戸別受信機」の設置を希望する

世帯は購入補助を受けることができます。戸別受信機は、防災行政無線の屋外スピーカー(マス

ト)から放送される情報を、屋内で聞くことができる機械です。 

対 象 者 関市全域の世帯 ※一般世帯のみ、事業所は対象外 

対象となる費用 
戸別受信機を新規で設置する場合、本体価格の２分の１

と、設置費用の全額 ※千円未満切り捨て、上限７万円 

申   請 購入する前に危機管理課まで相談・申請してください。 

 

担当課 危機管理課 （内線１２８３～１２８４）北庁舎２階 
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3-3 災害に関する情報 
 

○避難場所・避難情報を確認しましょう！ 

市から避難情報が発表された時や、降雨量や河川の水位などで危険を感じた時は、早めに

避難行動を開始しましょう。 

そのためには、あらかじめ地域の公民館などの避難場所やその開錠について確認し、自主

防災会内で情報共有をしておきましょう。 

また、災害発生時や避難情報発表時に問い合わせをしたい場合は、関市災害対策本部の地

区・地域支部へご連絡ください。（参照１９ページ 防災対策本部地区・地域支部一覧） 
 

水害・土砂災害についての避難情報は、５段階に整理され発表されます。 

どのような行動をとるべきか、地域内で話し合いましょう。 

警戒レベル 避 難 行 動 等 

 

避難情報等 

 

警戒レベル５ 
すでに災害が発生している状況です 

命を守るための最善の行動をとりましょう。 

 

災害発生情報 

（市町村が発令） 

警戒レベル４ 

【全員避難】 

速やかに避難先へ避難しましょう。 

公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの

安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。 

 

避難勧告 または 

避難指示（緊急） 

（市町村が発令） 

警戒レベル３ 

【高齢者等は避難】 

避難に時間を要する人（高齢の方、障がいのある方、乳幼児

等）とその支援者は避難をしましょう。 

そのほかの人は、避難の準備を整えましょう。 

 

避難準備・ 

高齢者等避難開始 

（市町村が発令） 

  警戒レベル２ 
避難に備え、ハザードマップなどにより、自らの避難行動を

確認しましょう。 

 

洪水注意報、 

大雨注意報 等 

（気象庁が発表） 

  警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 
 

早期注意報 

 ※避難情報が発表されると、市民協働課から電話がかかってくる場合があります。自治会役員選任届に、
緊急時に連絡を取ることができる番号を記入しておきましょう。また、自治会長不在時にどなたに動いても

らうか事前に決めておきましょう。 

 

○防災ガイドブックを活用しましょう 

 地域で防災について話し合う際に、防災ガイドブックを活用しましょう。 

災害の情報収集の方法や、洪水のハザードマップなどが掲載されています 

ので、自宅や地域の状況を確認し、災害に備えましょう。 

 

担当課 危機管理課 （内線１２８３～１２８４）北庁舎２階  
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3-4 関市あんしんメール 
 

○自治会長は率先して登録しましょう！携帯電話で簡単に登録できます。 

  

次の情報をメールで配信しています。登録をしましょう。 

防災情報 
地震、台風、大雨、大雪に

関する情報、避難情報など 
気象情報 

関市に警報が発表・解除された

場合に配信されます 

防犯情報 
不審者情報、オレオレ詐欺

など 
生活安全情報 

行方不明者捜索、食中毒、クマ

出没（有害鳥獣情報）など 

イベント 

・行事情報 

同報無線でお知らせした 

イベント・行事、各種募集

など 

リサイクル 

・環境情報 
資源回収やごみ収集など 

次の２通りの方法で登録画面に入ることができます。  

① 次のホームページアドレスにアクセスする。 

「 https://service.sugumail.com/seki-anshin/ 」 

    ※右の携帯電話ＱＲコードからもアクセスできます。 

② 下記の「空メール用アドレス」を直接入力して送信する。 

   「 t-seki@sg-m.jp 」 

※登録の際、ドメイン指定受信などの設定をされている方は、次のアドレスもしくは 

ドメインからのメールを受信できる設定に変更をお願いいたします。 

「 seki-anshinmail@sg-m.jp 」 

 

※登録は無料ですが、メール送受信などに各携帯電話会社の通常のパケット通信料（１ 

メールあたり２～４円）がかかる場合があります。 

 
 

          関市公式LINEからもあんしんメール 

の内容を確認することができます。 
 

① 右のQRコードを読み取って、関市を友だち追加 

② 届いたメッセージに内にあるURLにアクセスし 

利用規約を確認後、登録情報を入力してください 
 

 

 

担当課 危機管理課 （内線１２８３～１２８４）北庁舎２階  

あんしんメールQR 

あんしんメール 

LINE版 QR 
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４ 健康・福祉・スポーツに関すること 
 

自治会長は、自治会内の健康増進、福祉の充実のために、自治会内の状況を把握し、適切な

対応を図ったり、行事を開催したりします。また、市等の開催する事業への参加呼びかけを行

うこともあります。地域内で、高齢者や障がい者、子育て世帯において様々な問題が起こった

時には、関係機関と連携を図ることが大切です。 

 主に、自治会長が連携をとる委員や団体の活動内容を紹介しますので、必要に応じて連携を

とってください。 
 

4-1 民生委員児童委員 
 民生委員児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された地域の福祉を担う方々です。誰もが安心

して生活できる地域づくりのために次のような活動をしています。また、主任児童委員は、地

区の民生委員児童委員と協力して、児童福祉に関することを専門的に担当します。 

１ 地域住民からの相談への対応 

   高齢者や障がい者、子育て世帯など、地域住民からの生活上のさまざまな相談に応じ、

その内容に応じて行政による支援につないだり、適切な福祉サービスを紹介したりして、

問題解決に協力しています。 
 

２ 子どもたちの安全を守るための活動 

   子どもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよう、登下校時の見守りや声かけな

どを行っています。 
 

３ 高齢者世帯等の訪問、見守り 

   ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯等を訪問し、相談にのるなど見守り役となって

います。 
 

４ 行政からの要請に基づく調査協力  

   市からの要請に基づく緊急通報システム現況調査をはじめ、市等が行う住民への福祉

サービスにかかわる業務への協力を行っています。 
 
  ※ 民生委員児童委員及び主任児童委員については、支部長から依頼のあった場合、自治

会長が候補者の推薦や情報提供を行います。（参照６ページ 各種委員の選出） 
 

担当課 福祉政策課 （内線２１５１）南庁舎１階   
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4-2 地域包括支援センター 

 

「地域包括支援センター」は、高齢者の皆さんが、住み慣れたまちで安心して暮らし続けら

れるように、日々の困りごと、介護のこと、健康のこと、制度のことなど生活に欠かせないこ

とについて高齢者の皆さんを支えるために市が設置した機関です。 

 包括支援センター名 法人名 担当地区 住  所 電話番号 ファックス 

１ 
関市中央第１地域包括

支援センター 
関市社会福祉協議会 

安桜 

倉知 

若草通2丁目 

1番地 

（0575） 

23-0660 

（0575） 

23-0717 

２ 
関市中央第２地域包括

支援センター 
平成会 

旭ヶ丘 

下有知 

下有知5367 

番地4 

（0575） 

23-5320 

（0575） 

23-5321 

３ 
関市中央第３地域包括

支援センター 
祥雲会 

瀬尻 

広見 

千疋 

小金田 

保戸島 

下白金912 

番地1 

（0575） 

28-2208 

（0575） 

28-7135 

４ 
関市中央第４地域包括

支援センター 
桜友会 

富岡 

田原 

桜ヶ丘 

稲口 

845番地 

（0575） 

24-8580 

（0575） 

24-8581 

５ 
関市西地域包括支援 

センター 
三輪会 

洞戸 

板取 

武芸川 

武芸川町八幡

1537番地1 

（0575） 

45-2002 

（0575） 

45-2003 

６ 
関市東地域包括支援 

センター 

大和社会福祉事業 

センター 

富野 

武儀 

上之保 

中之保 

5443番地 

（0575） 

40-1001 

（0575） 

40-0017 

担当課 高齢福祉課 （内線２１４４）南庁舎１階 
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ホームページ 

QRコード 

 

4-3 関市社会福祉協議会  

 
関市社会福祉協議会（社協）は、地域で暮らす誰もが、安心して住み続けられることを目

的に、地域と連携して福祉活動を行っている団体です。地域の生活や福祉に関する困りごと

等は、社協へ相談してみましょう。 
 

○関市社協の主な活動について 
・地域福祉に関する啓発活動         ・ボランティアセンター事業 

 ・ボランティア活動推進事業         ・災害における要配慮者支援活動 

・ふれあい・交流の場づくり支援事業     ・介護保険サービス事業 

・障がい福祉サービス事業               ・生活困窮者支援事業 

・福祉サービス利用者等の権利擁護事業   ・生活・福祉に関する相談事業 

○支部社協について 
支部社協とは、市内を概ね小学校区単位で１６に分け、在宅生活を支援するための福祉サー

ビスをはじめ、多様な福祉ニーズに応えるため地域の特性を踏まえ独自の事業に取り組んで

いる組織です。 

○自治会に関わる主な活動について  
 

・地域ふくし懇談会（開催予定時期 ８月～９月頃) 
   地域の生活課題・福祉課題に対し、みんなで解決に向けての話し合いが行われます。 

・関市民健康福祉大会・フェスティバル（開催予定時期 １０月） 
   福祉にかかわる表彰式典、模擬店等が開催されます。 

 ・広報誌「せき社協だより-ささえ愛-」の配付（隔月発行） 
広報誌が偶数月に発行されますので、配付依頼があります。 

 ・社協会費・日赤社資・赤い羽根共同募金 

会費や社資および募金の取りまとめの依頼があります。 

とりまとめの際の依頼者リスト（名簿）は、前年度に提出した情報を基準に氏名や金額が記載さ

れていますので、変更があった場合は社協に連絡してください。※名簿の取扱いは変更になる可能性もあります。 

社協会費（６月） 日赤社資（８月） 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金（１０月） 

一般会員800円以上 一世帯500円以上 一世帯700円 ※目安額 

★ふれあい・いきいきサロン活動       ★会食・配食サービス 

★子育て支援事業（すくすくランド）     ★支部社協だよりの発行 

★地域友愛訪問               ★支部社協活動運営支援 

★福祉委員設置事業              ●おせち料理配膳事業 

●児童・生徒、地域住民を対象とした福祉教育  ●自治連各支部への活動費助成 

●ボランティアサマースクール        ●親子ボランティア体験 

●ほっと安心サービス            ●その他（生活困窮者自立支援事業）など 

  ※日赤社資〔日赤活動資金（会費）〕は、災害救援活動や救急法の普及、ボランティアや青少年 

 育成などに役立てられます。 
 

担当 社会福祉法人関市社会福祉協議会（電話０５７５－２２-０３７２）総合福祉会館２階 

※下記以外にも地域ごとに活動が開催されています 

★印：支部社協事業 

●印：関市社協事業 
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4-4 関市体育協会 

 

スポーツを通して、健康の増進と自治会及び地域住民相互の親睦を図るために、自治会対抗ス

ポーツ大会を関市体育協会が主催し、関市、自治連が共催しています。地域の皆さんでチーム

を作って参加してみましょう。自治会対抗スポーツ大会は、自治会の人口減少や高齢化などや

むを得ない理由で選手が集まらない場合は、隣接自治会との合同チームを作って参加すること

も可能です。自治会等の親睦を図るために関市地区スポーツ推進事業補助（参照４６ページ）

も活用できます。また、スポーツに関しては、関市体育協会に連絡してみましょう。 

  

１ 関市自治会対抗ソフトボール大会 

   ・大会期間 ４月初旬から５月下旬 毎週日曜日 

   ・申込期限 ３月中旬頃 ※詳細はお問い合わせください。 

   ・申込先  関市体育協会（せきしんふれ愛アリーナ TEL23-8525） 

         西部支所、各地域事務所 

         関市ソフトボール協会事務局（千賀スポーツ店 TEL22-1594） 

   ・参加費  ３，０００円 

   ・参加資格 令和２年４月１日現在で関市に住民登録がある者で、男子は４０歳以上 

（３０歳以上４０歳未満は４名） の者 

女子は高校生以下の年少者を除いた者 

         ※住民登録のある自治会から参加する。 

 

２ 関市町内対抗野球大会 

   ・大会期間 ６月中旬～８月中旬 毎週日曜日 

   ・申込期限 ５月中旬頃 ※詳細はお問い合わせください。 

   ・申込先  関市体育協会（せきしんふれ愛アリーナ TEL23-8525） 

         西部支所、各地域事務所 

         関市軟式野球連盟事務局 

（カネマツスポーツ店 TEL22-4932） 

   ・参加費  ３，０００円 

   ・参加資格 令和２年５月１日現在で関市に住民登 

録がある高校生以上の男女。 

※高校生は２名まで。 

         ※住民登録のある自治会から参加する。 
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３ 関市自治会対抗バレーボール大会 

   ・大会期間 ９月 

   ・申込期限 ８月中旬頃 ※詳細はお問い合わせください。 

   ・申込先  関市体育協会（せきしんふれ愛アリーナ TEL23-8525） 

         西部支所、各地域事務所 

   ・参加費  バレーボールの部    ３，０００円 

         ソフトバレーボールの部 ２，０００円 

   ・参加資格 令和２年７月１日現在で関市に住民登録がある男女。 

         ※住民登録のある自治会から参加する。 

         ※バレーボールの部：高校生の出場は２名以内。 

         ※ソフトバレー：高校生以下の出場はできません。 

   ・競技種目 バレーボールの部 ９人制（一般男子、一般女子） 

         ソフトバレーボールの部 ４人制（混合、レディース） 

 

 
 

４ 関市自治会対抗グラウンド・ゴルフ大会  

   ・大会期間 １１月初旬 日曜日 

   ・申込期限 １０月中旬頃 ※詳細はお問い合わせください。 

   ・申込先  関市体育協会（せきしんふれ愛アリーナ TEL23-8525） 

         西部支所、各地域事務所 

   ・参加費  １，０００円 

   ・参加資格 令和２年１０月１日現在で関市に住民登録がある者で、年齢１８歳以上 

の男女。 

         ※住民登録のある自治会から参加する。 

 

 

担当 関市体育協会 （電話０５７５－２３－８５２５）せきしんふれ愛アリーナ 

 

 

 
 



30 

 

５ 環境美化に関すること 

  

自治会長は、自治会内の環境美化に配慮し、より清潔で暮らしやすい自治会のために適切な

対応を行う必要があります。 
 

5-1 ごみステーション 
 

ごみステーションは自治会で管理しています。清掃活動を行ったり、修繕などの維持管理を

行ったりします。 
 

○ごみ集積場整備に対する補助金 

 市では、市内のごみ集積場の環境整備を図るとともに、美しく清潔な都市環境の整備を更に

促進することを目的に、ごみ集積場の整備に対して補助金を交付しています。設置場所等につ

いては、事前に清掃事務所へご相談ください。 
 

【ごみ収集ボックス設置に対する補助金】 

補助対象経費 補助率 限度額 

ごみ収集ボックスの設置に必要な経費（１万円以上） 補助対象経費の２分の１以内 ２０万円 

 

○ごみステーションの設置・変更 

ごみステーションを新設または変更する場合は、市への届出が必要です。 

その際、土地所有者の承諾や排出・収集時に危険のない場所かどうかといった確認事項があ

りますので、事前に清掃事務所への問い合わせが必要です。 
 
担当課 清掃事務所 （電話０５７５－２２－０３１４）関市下有知５４８８－６  

 

5-2 清掃活動について 
 

 市や自治連の呼びかけにより、地域の清掃活動が開催されます。自治会員に周知を行い、多

くの方に参加してもらえるよう努めてください。下記は清掃活動の一例です。 
 

・市民活動日「ごみゼロの日」 

 例年５月下旬頃に開催され、市より協力依頼があります。自治会内の清掃を行ってください。

なお、集めるごみが多量であると見込まれる場合は、事前に環境課へ連絡します。 

   開催予定日 … ５月３０日の直前の日曜日※小雨決行 
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・市街地一斉側溝清掃 

 自治会連合会の取り組みとして、例年５月中旬頃に自治会内の側溝の清掃を開催します。 

集めた土砂や草等の回収を市に依頼することができるため、希望する場合は事前に環境課へ 

連絡しましょう。 

 なお、回収の際の、土砂や草の積み込み作業は各自治会で行うこととなっているため、協力

し合って行ってください。日程については、毎年選挙や連休によって変わってきます。 
 令和２年開催予定 … 【安桜、富岡、小金田、千疋 ほか】 

５月１０日（日）※予備日５月３１日（日） 
             【旭ヶ丘、田原、桜ヶ丘、下有知、広見、倉知 ほか】 
              ５月１７日（日）※予備日６月７日（日）  
・河川清掃 

 自治会連合会の取り組みとして、例年７月上旬頃に関川・吉田川・一口川の河川がある自治

会対象に開催します。危険個所を避け、草刈りやごみ拾いを行います。 

なお、河川の状況等を確認し、自治会内で話し合ったうえで参加するか判断してください。 

 また、刈り取った草等の回収を市に依頼することができるため、希望する場合は事前に環境

課へ連絡しましょう。なお、草の積み込み作業は各自治会で行うため、協力し合って行ってく

ださい。日程については、毎年選挙や連休によって変わってきます。 
 令和２年開催予定 … 【関川/安桜、倉知】 

７月５日（日）※予備日７月１９日（日） 
             【吉田川・一口川/旭ヶ丘、富岡、桜ヶ丘】 
              ７月１２日（日）※予備日７月２６日（日） 
 

○ボランティア袋について 

 上記の清掃活動や道路・河川等、公共の場所の清掃を行う場合、市が配布する「ボランティ

ア用ごみ袋」を利用しごみを出すことができます。（無料） 

 希望する場合は、環境課へ「清掃活動計画書」を提出する必要があります。 

【使用方法】清掃活動の際、可燃ごみと不燃ごみに分けて回収し、ボランティア用ごみ袋に入 

れて、ごみステーションへ出してください。 

 ※自治会の行事で出たごみや、一般家庭のごみは入れないでください。 
      ※集めたごみが多量になった場合は、環境課へ連絡をしてください。 
  
担当課 環境課 （内線１１５１～１１５３）北庁舎１階 

 

 

○その他 公園清掃 
 地域の公園の清掃をする場合、市と委託契約し委託金を受け取ることができます。また、清

掃によって出たごみ等は、市が回収します。 

  公園清掃  ３万円～８万円/年 

  トイレ清掃 ５万円/年（トイレットペーパー等の消耗品を含む） 
 
担当課 都市計画課 （内線１４３４）北庁舎４階 
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5-3 鳥獣害対策について 

 

近年、野生鳥獣が増え、田畑を荒らすなどの被害も増えています。以下について行政から支

援を受けられる場合がありますので、ご相談ください。 
 

○鳥獣害防止柵設置 

国庫補助事業 

 

●集落をまとめて覆う獣害防止柵の資材提供 

・農業被害を防ぐ目的で設置するもの 

・原則ワイヤーメッシュ等を活用した鳥獣無猿柵を自主施行する 

・地域の団体（３世帯以上で構成する団体）が実施することができ、構成員名簿、団 

体規約、柵設置を決議した議事録の作成が必要 

・国の会計検査対象で、１４年間管理を行う必要がある 

・国の事業に応募し、認められた場合のみ対象となる 

・事業実施範囲を示した図面、設置内容を添えた要望書の提出が必要（任意様式） 

 

市補助事業 

 

●自家用野菜畑程度の農地を囲う資材購入費の２分の１を補助 

・１世帯につき上限 50，000円 

・１世帯につき、１年度１回のみ対象 

・団体として申請することも可能だが、条件有 

⇒購入前に申請しなくてはいけません 

 まず市へ相談する必要があります！ 

 
 

○誘導捕獲罠設置（サル対策） 

 
○その他（追い払い活動支援等） 

  ・集落ぐるみで総合的に鳥獣害防止活動を実施する際、支援を受けられる場合があり 
ます。農林課へ相談しましょう。 

 ・追い払い活動用発射台（ロケット花火発射台）の貸し出し 

・鳥獣害対策相談員（県）の派遣 等 
・アライグマ、ヌートリアの箱ワナの貸し出し 

担当課 農林課 （内線１２１１）北庁舎２階 

国庫補助事業 

 

●大型サル捕獲わなの設置 

・原則岐阜県型捕獲檻『失楽猿』を設置する 

・地元団体で、１０年間管理する必要がある 

・有害捕獲隊（わな免許）の方が設置管理する必要がある 

・国の事業に応募し、認められた場合のみ対象となる 

・事業実施場所を示した図面、設置内容を添えた要望書の提出が必要（任意様式） 
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5-4 空き家等の対策 
 

 少子高齢化、核家族化等による単身世帯の増加、経済的問題等、様々な事情から空き家が増

加しています。その中で、適正に管理が行われていない空き家等は、老朽化による倒壊や建築

資材の飛散、不審者の侵入や放火のおそれ、草木の繁茂等による生活環境への悪影響など、周

辺住民に大きな不安や迷惑を与えています。 

 市では、管理不全な空き家対策に対応するため、「関市空き家等対策計画」を平成３０年３

月に策定しました。 

 この計画は、空き家等の問題解決は、行政機関のみの対応では困難であることから、広く市

民、事業者、関係団体と連携しながら協働により総合的に計画的に進めるために、基本となる

考え方や施策の方針を明らかにしたものです。 
 
○管理不全な空き家等でお困りの場合は・・・ 

 管理不全な状態の空き家等にお困りの場合は、都市計画課へご相談ください。 

 都市計画課が現地を確認し、必要に応じて、管理不全な状態が解消されるよう所有者等へ適

正管理のお願いをします。なお、案件によっては、管理不全な状態が解消されるまでに時間を

要する場合等がありますのでご承知おきください。 

※空き家等の管理は所有者等の責任です。管理が行き届いていない空き家等が放置された結果、

事故が発生し、他人に損害を与えた場合は空き家等の所有者等が責任を負わなければなりま

せん。 
 
○情報提供のお願い 

 空き家の現況を把握するため、地域の空き家の実態について情報提供をお願いする場合があ

りますので、ご協力をよろしくお願いします。 
 

担当課 都市計画課 （内線１４３３） 北庁舎４階 
 

○空き家情報バンク 

 空き家を有効活用し、移住定住の促進につなげるため「空き家情報バンク事業」を行ってい

ます。この事業は、空き家を貸したい、売りたいとお考えの方に市の「空き家情報バンク」に

登録していただき、その情報を広く市のホームページやFacebook等で公開し、利用につなげる

もので、登録物件をリフォームした場合の補助金もあります。皆さんの地域に眠っている空き

家がありましたら、所有または管理をされている方に「空き家情報バンク」についてご紹介い

ただくようお願いいたします。なお、市には定住促進奨励金や３世代同居世帯奨励金などがあ

りますのでお問い合わせください。 

 

担当課 企画広報課 （内線１３６２） 北庁舎３階 
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６ 認可地縁団体制度に関すること 

 

6-1 認可地縁団体制度 
 

○認可地縁団体とは？ 

認可地縁団体とは、法人格をもった自治会や町内会などのことです。 

 認可地縁団体になると、自治会の名義で土地や建物などの資産を持つことができ、相続など

の問題も解消されます。 
 

○認可地縁団体になるためには？ 

自治会が認可地縁団体になるためには、会員名簿や規約などの各種書類の作成、総会での議

決が必要です。詳しくは、市民協働課までお問い合わせください。 
 
◇法人格の取得 

  法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。また、この認可を受けるためには、

地方自治法第２６０条の２に定める要件を備えていることが必要です。 

認可に必要な一定要件は次のとおりです。 

 

【認可に必要な要件】 

①住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の 

維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としていること 

②区域が客観的に明らかなものとして定められていること 

③区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、 

その相当数の人が現に構成員となっていること 

④規約が定められていること（目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、 

構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び 

資産に関する事項が必ず明記されていること） 

  

◇認可申請手続 

    法人格を得るための認可の申請を行うにあたっては、その自治会の規約に基づき招集さ

れた総会において、認可を申請する旨の議決を行う必要があります。総会において議決さ

れた後、認可申請書類を提出します。 
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◇認可申請に必要な書類 

① 認可申請書     

  ② 自治会規約（会則） 

（目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に 

関する事項、会議及び資産に関する事項が明記されているもの） 

  ③ 認可申請することについて、総会で議決したことを証する書類 

  （総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名者の署名押印のあるもの） 

  ④ 構成員の名簿（区域に住所を有する個人） 

  ⑤ 保有資産目録、もしくは保有予定資産目録  

  ⑥ 目的を現に実施している旨が記載された書類（前年度の事業活動報告書） 

  ⑦ 申請者が代表者であることを証する書類  

   （申請者が代表者になることを承諾した承諾書等に申請者本人の署名押印したもの） 

 
 

○認可を受けた後は？ 
◇告示事項・規約の変更 

すでに認可地縁団体として認可されている自治会は、代表者や規約などに変更があった 

場合、市民協働課へ変更届出書の提出が必要です。 
 

◇各種証明書の交付 

 「認可地縁団体証明書」・「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を希望される場合は、 

事前に市民協働課までご連絡ください。 

  
 

 ◇   お 知 ら せ   ◇ 

 地方自治法の一部が改正（平成２７年４月１日施行）され、認可地縁団体が所有する不動産

に係る登記の特例が創設されました。 

今まで相続等で困難だった登記について、円滑化を図るため市町村長が一定の手続きを経て

証明書を発行することにより、認可地縁団体が登記の申請を行うことができる制度です。詳し

くは、市民協働課までお問い合わせください。 

 

 

担当課 市民協働課 （内線１３５１～１３５２）北庁舎３階 
 

 

お忘れなく！！ 
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７ よくある質問 Ｑ＆Ａ 

 

 自治会の活動するにあたっては、様々な問題や困りごとが出てくることもあるかと思います。

課題解決の糸口になれば幸いです。 
 

 

Ｑ１ 自治会と市役所はどのような関係ですか。 
 

Ａ１ 自治会は、地域住民による独立した団体であり、市役所とは別の組織です。自治会と市 

役所は、お互いが自立した立場を取りつつ、対等なパートナーとして、より良い地域をつ 

くっていくため、協力し合う関係にあります。 

 

Ｑ２ 自治会活動で、市役所の関係部署に行く必要があります。どこに相談してよいかわから 

ないときは、どうすればよいですか。 
  

Ａ２ このような場合は、この「自治会長の手引き」をご確認ください。 

それでもご不明な場合は、市民協働課までご相談ください。関係する窓口へ案内します。  

 

Ｑ３ 路面の凍結や除雪についてどこに問い合わせをすればいいですか。 
 
Ａ３ 国・県道の除雪は美濃土木事務所、市道の除雪は土木課へ連絡しましょう。それ以外の 

道は、地域の方々で協力し合って除雪をお願いします。 

 また、市が路面の凍結用の融雪剤を配布しています。自治会ごとに土木課もしくは各地 

域事務所にて受け取ることができます。※１回につき５袋まで。 

 
Ｑ４ 防犯灯やカーブミラーを設置してほしいときはどうすればいいですか。 
 
Ａ４ 土木課に自治会からの要望として相談してください。 

 
Ｑ５ 自治会活動と神社の祭りなど、宗教との関わり方についてどのように対応したらよいで 

すか。 
 
Ａ５ 神社の祭礼などは、伝統的文化的行事、共同的娯楽行事の性格を強めており、有形・無 

形の文化財の保護・存続の活動と考えられます。長い歴史の中で地域とも深いつながりが 

あることも多いと思われますが、宗教上の理由で協力できない人に対する配慮や、新しく 

転入してきた人への説明責任を果たし、話し合い、理解を得ることは不可欠です。 
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Ｑ６ 自治会活動と選挙の関わり方についてどのように対応したらよいですか。 
 
Ａ６ 自治会内で、白紙の状態から相談をしたうえでの推薦の決定は認められますが、ある特 

定の候補者を最初から推薦する形は事前運動の恐れがあります。 

   また、推薦された者（候補者）の選考会、推薦会に自治会役員が同席し儀礼程度のあい

さつをすることも問題はありません。 

   しかしながら、自治会の中にはさまざまな政党や候補者を支持する人があり、選挙につ 

いての考え方は多種多様です。個人の政治活動や投票に支障を来さぬよう注意が必要です。 

 
Ｑ７ 動物の死骸を発見した時は、どうすればいいですか。 
 
Ａ７ 動物の死骸のある土地の管理者に連絡をしてください。例えば、市道なら関市及び各地 

域事務所、県道なら美濃土木事務所などです。 

 
Ｑ８ 高齢になり、お付き合いができないので自治会を脱退したいという申し出が増えていま 

す。どのような対応を取ればよいでしょうか。 
 
Ａ８ 高齢者から役員や班長等の役職が体力的にできないことを理由に、自治会の脱退を希望 

された場合、自治会内でご相談いただき、例えば規約に『満８０歳以上の高齢者は自治会 

役員等への就任を本人の意向により免除できる』と規定を設ける等、高齢の方でも参加し 

やすい環境を整備してみてはいかがでしょうか。 

 
Ｑ９ 回覧板の台紙が壊れて使えなくなりました。どうしたらよいですか。 
 
Ａ９ 決められた物はないため、各自治会で使いやすいものを選んで、ホームセンターや文具 

店等で購入して対応してください。※市等からの無料提供はありません。 

 
Ｑ１０ 防犯灯料金の補助制度はありますか。 
 
Ａ１０ 市から交付される『自治会コミュニティ活動奨励金』に、1基300円の防犯灯奨励金が 

あります。自治会で所有し、維持管理をしている防犯灯が対象です。 

 

Ｑ１１ ごみステーションの使用について 

Ａ１１ ごみステーションの設置、管理は自治会にて行います。自治会の会員で相談をして清 

掃など管理を行ってください。維持管理など整備にかかる費用については、関市清掃事 

務所より補助金が交付される場合がありますので、事前に相談をするとよいでしょう。 

    また、自治会に未加入の方からごみステーションの使用を求められる場合や、高齢に 

なったことを理由に役員等は辞退したいが、ごみステーションは使用したい等、さまざ 

まな相談があります。その場合は、例えば管理費の徴収、清掃への参加を条件にする等、 

だれもが使いやすいごみステーションとなるよう、臨機応変に対応することが大切です。 
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８ 参考資料 

 

◆自治会規約（例） 
 

（例）○×△自治会規約（会則） 

 

（目 的） 

第１条 本会は会員相互の親睦と福利増進につとめ、地域の連携を図るとともに地域社会の民主的な発

展を図ることを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 本会は、○×△自治会と称する。  

 

（事務所） 

第３条 本会の事務所は、関市    番地（○○公民センター）に置く。 

 

（組 織） 

第４条 本会は、○×△に居住するもので、自治会に加入する意思のあるものを会員として組織する。 

２ 自治会への加入及び自治会からの退会は、本人の申し出により所定の手続きを経て行うものとする。 

 

（事 業） 

第５条 本会は、第１条の目的達成のため、次の事業を行う。 

  （1）会員の親睦・慰安に関すること。 

  （2）会員の福祉、厚生、文化の向上に関すること。 

  （3）防犯・防災、交通安全に関すること。 

  （4）環境整備に関すること。 

  （5）広報の配布、回覧板等による情報の伝達に関すること。 

  （6）その他本会の目的達成に必要と認めること。 

 

（役 員） 

第６条 本会に、次の役員を置く。 

  （1）会  長  ・・・・・・・・１人 

  （2）副 会 長  ・・・・・・・・１人 

  （3）会  計  ・・・・・・・・１人 

（4）書  記  ・・・・・・・・１人 

（5）会計監査   ・・・・・・・・１人 

（6）総務部長  ・・・・・・・・１人 

  （7）交通部長  ・・・・・・・・１人 

    （8）防犯防災部長  ・・・・・・１人 

    （9）福祉部長  ・・・・・・・・１人 

    （10）スポーツ部長  ・・・・・・１人 

    （11）環境衛生部長  ・・・・・・１人 

    （12）女性部長  ・・・・・・・・１人 
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（役員の選出方法と任期） 

第７条 会長は総会において、会員の中から選任する。 

２ 副会長、会計、各部長は、会員の中から総会の同意を得て、会長が委嘱する。ただし、兼務を妨げ

ないものとする。 

３ 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

 

（役員の任務） 

第８条（1）会長は、会を代表して会務を統括する。 

   （2）副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは代行する。 

   （3）会計は、会計全般を掌握する。 

   （4）各部長は必要な会議に出席し、会の目的を達成するためにその業務を行う。 

 

（事業年度及び会議） 

第９条 自治会の事業年度は４月から翌年３月までの１年間とする。 

２ 本会は、毎年３月に総会を開催し、新年度の事業計画及び実施細目を決定する。 

３ 総会は、会長がこれを招集し、議事の決定は多数決によるものとする。 

 

（会 計） 

第１０条 本会の経費は、会費、新規入会金、市補助金、その他収入を持ってこれに充てる。  

 （1）会費は月○○○円とし、必要があるときは臨時会費を徴収することができる。会費は半年分 

  を一括して、４月と１０月に拠出する。 

 

（会計報告） 

第１１条 会長は年度末において決算書を作成し、会員に報告しなければならない。 

 

（委 任） 

第１２条 この会則に定めない事項は、会長が会員の決議を経て決定する。 

 

（書 類） 

第１３条 本会は、次の書類を整え、会長がこれを管理する。 

会員名簿・金銭出納簿・領収書類・公文書類・予算決算書。 

但し、領収書類と公文書類の保管は○年とする。 

 

（会則改正） 

第１４条 会則を改正するときは、総会に付議し、会員の３分の２以上の同意を必要とする。 

 

 

附 則 

この規約は、    年  月  日をから施行する。 

 

 

 

 
 



40 

 

◆予算書の書き方 
 

 

○○年度  ○○自治会予算書 （案）    
【収  入】 

科 目 前年度予算額 本年度予算額 増 減 説 明 

繰越金 100,000 100,000 0 前年度からの繰越金 

補助金 90,000 87,500 △2,500 関市 自治会ｺﾐｭﾆﾃｨ奨励金 

自治会費 150,000 150,000 0 @5,000円×30世帯 

諸収入 5,000 6,000   1,000 預金利子等 

合計額 345,000 343,500 △1,500  

 

 

 

【支  出】 

科 目 前年度予算額 本年度予算額 増 減 説 明 

総会費 50,000 50,000 0 総会諸費用 

事業費 70,000 70,000 0 町内一斉清掃 

研修費 150,000 150,000 0 先進地視察等 

補助金 10,000 10,000 0 子ども会ほか 

事務費 15,000 13,500 △1,500 振込手数料 ほか 

予備費 50,000 50,000 0 
 

合計額 345,000 343,500 △1,500  
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◆決算書の書き方 
 

○○年度  ○○自治会決算書     
【収  入】 

科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 説 明 

繰越金 100,000 120,000 20,000 
 

補助金 87,500 87,500 0 関市 自治会ｺﾐｭﾆﾃｨ奨励金 

自会費 150,000 150,000 0 @5,000円×30世帯 

諸収入 6,000 5,000  △1,000 預金利子等 

合計額 343,500 362,500 19,000  

 

 

【支  出】 

科 目 予 算 額 決算額 増 減 説 明 

総会費 50,000 45,000 △5,000 総会、レクリエーション 

事業費 70,000 67,000 △3,000 町内一斉清掃 

研修費 150,000 158,000 8,000 先進地視察等 

補助金 10,000 5,000 5,000 子ども会 

事務費 13,500 13,500 0 振込手数料 ほか 

予備費 50,000 0 50,000 
 

合計額 343,500 288,500 55,000  
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委任状作成例 
 

 

委 任 状 
 

 

令和   年   月   日 

〇〇自治会 

会長 ○○ 〇〇 様 

 

 

私は〇月〇日（ ）に開催される〇〇自治会通常（臨時）総会に提出される議案について 

〇〇 〇〇氏を代理人と定め、議決権の行使を委任します。 

 

 

 

 

 

住 所   

氏 名                   ㊞ 
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◆自治会要望書 

     年度自治会要望書 
 

                                  年  月  日 

                     自 治 会 名 

                     自治会長名 

                     電 話 番 号 
 

① 要望事項（できるだけ具体的に記入してください） 

  件名 

 

内容 

 

 

 

② 場所（目標物などを、わかりやすく図示してください） 

 関市記入欄 

 要望番号 

 担 当 課 
 

※  ・要望は、最重要なものを１件記載してください。 

     ・各地区で開催される市政懇談会の要望事項と重複しないようにしてください。 
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◆自治会コミュニティ活動奨励金交付申請書兼請求書 
 

 

別記様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

  関 市 長 様 

 

自 治 会 名            

自治会長住所            

自治会長氏名          印 

 

           年度 関市自治会コミュニティ活動奨励金交付申請書 兼 請求書 

 

 関市自治会コミュニティ活動奨励金交付規則の規定に基づき、交付対象事業等を下記事業計画のとおり実

施しますので、    年度関市自治会コミュニティ活動奨励金を前払い交付申請します。 

記 

  事業計画 

実施予定月 場 所 事 業 名 参加予定人数 必要経費 

          

世帯数(4月末日現在の世帯数を記入してください) 世帯 経費合計   

防犯灯数（4月末日現在、電力会社と公衆街路灯Ａ契約を締結し、維持管

理を行っている防犯灯の数を記入してください） 
          基 

  

年度関市自治会コミュニティ活動奨励金として金      円を請求します。 

 

関市自治会コミュニティ活動奨励金の振込先 

種 別 金融機関名 支 店 名 口 座 番 号 
フリガナ 

口 座 名 義 人 

コミュニティ

活動奨励金 

  

支店 普通 
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◆自治会コニュニティ活動実績報告書 
 

 
別記様式第３号（第８条関係） 

 

 

年  月  日 

  関市長    様 

自治会名            

自治会長住所          

自治会長氏名          

 

  年度 関市自治会コミュニティ活動実績報告書 

  関市自治会コミュニティ活動奨励金交付規則の規定に基づき、  年度の交付対象事業を下記事業報告

のとおり実施しましたので報告します。 

記 

 事業報告 

実施期日 場 所 事 業 名 参加人数 必要経費(円) 

          

  合 計   
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関市地区スポーツ推進事業補助 
  

自治会等の構成員の親睦、体力向上及び健康の増進を図るための地区運動会、軽スポーツ大会そ

の他のスポーツ事業を実施する市内の自治会等に、補助金を交付しています。 

 

【対象となるスポーツ】 

（１）地区運動会 単一自治会、合併自治会又は自治会連合会各支部（地区を含む。）の住民を対

象として開催される運動会で、１０種目以上かつ５時間以上実施するもの。 

（２）軽スポーツ大会 自治会等の住民を対象として開催されるソフトバレーボール、グラウンド

ゴルフ、パターゴルフ等の軽スポーツ大会で、３時間以上実施するもの。 

（３）その他のスポーツ事業 自治会等の住民を対象として開催されるジョギング大会、ウオーキ

ング大会等で、３時間以上実施するもの。 

 

【補助金の額】 

補助対象団体が構成する当該年度の４月１日現在の加入世帯数に応じて、交付しています。 

≪地区運動会を実施した時の補助金額≫ 

 〈例〉 ２００世帯以上 ３９９世帯以下 ４０，０００円 

１０００世帯以上１２９９世帯以下 ８０，０００円 

※軽スポーツ大会及びその他のスポーツ事業に関する補助金の金額は 

２分の１の額となります。 

 

【補助金の交付対象となる経費】 

 （１）食糧費（水分補給の飲料は可、弁当は不可） 

 （２）賞品等購入費 

 （３）会場設営費 

 （４）消耗品費 

（５）その他大会運営に必要な経費 

 

※スポーツ大会を実施される場合は補助金申請書が必要となります。 

事後の申請はできませんので、詳細につきましては事前に担当課までお問い合わせください。ご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 スポーツ推進課 （直通 ０５７５－２３－７７６６） 

    せきしんふれ愛アリーナ内 
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〈敬老会フローチャート〉 

 

時期 
 手続き等 

 説明 

 

 

 

 

 

７月上旬  案内文書等の送付  案内文書や提出書類を送付します。 

  ↓   

７月中旬 

 

名簿の貸し出し開始 

 「誓約書」と引き換えに、敬老会対象者名簿を 

貸し出します。 

  ↓   

７月下旬まで 

 

補助金の申請受付 

 補助金の交付を希望される場合には、「関市敬老

会事業補助金交付申請書兼概算払交付請求書」を

提出してください。 

  ↓   

８月中旬以降 

 

書類審査 

 審査の結果を送付します。交付を決定した場合に

は、指定された口座へ振り込みます。 

  ↓   

８月下旬以降 

 

米寿祝いの送付 

 代表者宅等へ米寿祝いを送付します。敬老会の際

に対象者へお渡しください。 

  ↓   

 

 

実績報告書の提出 

 敬老会から１か月以内を目安に報告を行ってくだ

さい。 
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年度替りや自治会長が交代した時にすること 

「確認チェックシート」 
 

 自治会の年度替りや自治会長が交代した時に、市へ提出する書類や、新しい自治会長へ引き

継ぐものなどを「チェックシート」としてまとめました。 

 この「自治会長の手引き」の参照ページも紹介しています。どうぞ、ご活用ください。 
 

【年度替りに提出する書類】 

□ 自治会役員選任届 
   ⇒変更がない場合も提出してください。 
 

□ 前年度自治会コミュニティ活動奨励金実績報告書 
   ⇒前年度の活動実績と決算書を提出してください（１３、４３ページ参照）。 
 

□ 新年度自治会コミュニティ活動奨励金交付申請書 
   ⇒新年度の活動計画と予算書を提出してください（１３、４２ページ参照）。 

 

【新しい自治会長へ引き継ぐもの】 

 

□ 避難行動要支援者名簿 
   ⇒該当する自治会のみ持っています。 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 令和２年３月 

      関市自治会連合会 
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