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みのおアジェンダ 21 の会会則 

制定 平成１２年６月 ４日 

改正 平成１３年５月２６日 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、みのおアジェンダ 21 の会という。 

（事務所） 

第２条 この会は、主たる事務所を箕面市内に置く。 

（目的） 

第３条 この会は、地球環境を保全するために市民・事業者・行政が一体となって立案 

した箕面市地球環境保全行動計画（以下「計画」という。）を広く普及し、推進す 

ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１)計画の実行並びに普及のための企画及び活動 

(２)計画の実行並びに普及のための情報収集及び広報 

(３)計画の進捗状況の点検及び評価 

(４)会員間の交流及び情報交換 

(５)その他、この会の目的にそった活動 

第２章 会員 

（種別） 

第５条 この会は、次の会員によって構成する。 

(１)個人会員 この会の目的に賛同して入会した個人 

(２)団体会員 この会の目的に賛同して入会した団体 

(３)賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人又は団体 

（入会） 

第６条 この会の目的に賛同し、会費を納入するものは、誰でも会員となることができ 

る。 

２ 入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得るもの 

とする。 

（会費）
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第７条 会員は、次に定める年額会費を納入しなければならない。なお、会員が既に納 

入した会費は、これを返還しない。 

(１) 個人会員 １口 ５００円 １口以上 

(２) 団体会員 １口 ５，０００円 １口以上 

(３) 賛助会員 １口１０，０００円 １口以上 

（退会） 

第８条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 

(１)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(２)会費を２年以上納入しないとき。 

第３章 役員 

（種別） 

第９条 この会に、次の役員を置く。 

(１)理事 ５人以上 

(２)監事 ２人以上 

２ 理事のうち、１人を理事長、若干名を副理事長とする。 

３ 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、総会が開催されるまでの間にお 

いて役員を補充又は増員する必要が生じた場合においては、理事会で選任すること 

ができる。この場合おいては、直後の総会で承認を受けなければならない。 

４ 理事長は、理事の互選により定める。 

５ 副理事長は、理事長が選任する。 

６ 監事は、理事又はこの会の職員を兼ねてはならない。 

（職務） 

第１０条 理事長は、この会を代表し、その業務を統括する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき 

は、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業 

務を執行する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(１)理事の業務執行の状況を監査すること。 

(２)この会の財産の状況を監査すること。 

(３)前２号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は会 

則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する 

こと。 

(４)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

(５)理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べるこ 

と。
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（任期） 

第１１条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

（解任） 

第１２条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解 

任することができる。この場合、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁 

明の機会を与えなければならない。 

(１)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

(２)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

（費用の弁償） 

第１３条 役員が、その職務を執行するために要した費用は、弁償することができる。 

第４章 総会 

（成立要件） 

第１４条 この会の総会は、出席した個人会員及び団体会員をもって構成し、通常総会 

と臨時総会とする。 

（権能） 

第１５条 総会は、次の事項について議決する。 

(１)会則の変更 

(２)解散 

(３)事業計画及び収支予算並びにその変更 

(４)事業報告及び収支決算 

(５)役員の選任又は解任 

(６)その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第１６条 通常総会は、１年に１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(１)理事会が必要と認めたとき。 

(２)監事が第１０条第４項第４号の規定により招集したとき。 

（招集） 

第１７条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第２項第２号の規定による場合は、 

監事が招集する。 

（議長）
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第１８条 総会の議長は、理事長が当たる。ただし、第１６条第２項第２号の規定によ 

る場合は、その総会に出席した会員の中から選出する。 

（議決） 

第１９条 総会の議決事項は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 

議長の決するところとする。 

（議事録） 

第２０条 総会の議事については、議事録を作成し、これを保存しなければならない。 

第５章 理事会 

（権能） 

第２１条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

(１)総会に付議するべき事項 

(２)総会の議決した事項の執行に関する事項 

(３)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

（開催） 

第２２条 理事会は、理事長が認めた場合に開催する。 

（招集） 

第２３条 理事会は、理事長が招集する。 

（議長） 

第２４条 理事会の議長は、理事長が当たる。 

（議決） 

第２５条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、 

議長の決するところとする。 

第６章 資産及び事業計画 

（資産） 

第２６条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(１)財産目録に記載された財産 

(２)会費 

(３)寄附金品 

(４)財産から生じる収入 

(５)事業に伴う収入 

(６)助成金、補助金
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(７)その他の収入 

（経費の支出） 

第２７条 この会の経費は、資産をもって支出する。 

（事業計画及び予算） 

第２８条 この会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければな 

らない。 

（暫定予算） 

第２９条 第２８条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと 

きは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支 

出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（事業報告書及び決算） 

第３０条 理事長は毎事業年度終了後３ヵ月以内に、事業報告書、収支計算書を作成し、 

監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（事業年度） 

第３１条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第７章 顧問、相談役 

（委嘱等） 

第３２条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、理事長が委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、理事長が委嘱する事項について助言する。 

４ 顧問及び相談役には、理事長が委嘱した事項を執行するために要した費用を弁償す 

ることができる。 

第８章 会則の変更及び解散 

（会則の変更） 

第３３条 この会則の変更は、総会において出席者の４分の３以上の議決を得なければ 

ならない。 

（解散） 

第３４条 この会は、総会の決議により解散する。 

２ 総会の決議により解散する場合は、出席者の５分の４以上の議決を得なければなら 

ない。
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第９章 雑則 

（事務局） 

第３５条 この会の事務を処理するために、事務局を置く。 

（委任） 

第３６条 この会則に定めのない事項は、理事長が別に定める。 

附則 

１ この会則は、この会の成立の日から施行する。 

２ この会の設立当初の役員は、第９条第３項及び第４項の規定にかかわらず、次に掲 

げるとおりとする。 

(１)理事長 

石川照二 

(２)副理事長 

北谷竹生 

佐藤吉憲 

(３)理事

石原辰哉 

神代繁近 

北川照子 

小枝正幸 

志茂正 

杉立知恵 

太嶋清恵 

塚本孝一 

辻尾榮市 

橋本啓子 

本多孝 

増田良明 

(４)監事

今枝章平 

盛山喜弘 

３ この会の設立初年度の事業計画及び予算は、第２８条の規定にかかわらず、設立総
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会の定めるところによる。 

４ この会の設立初年度の事業年度は、第３１条の規定にかかわらず、成立の日から平 

成１３年３月３１日までとする。 

附則

この会則は、平成１３年５月２６日から施行する。


