女性いきいきチャレンジ応援協議体

第１章

総

則

（名称）
第１条
本協議体は、女性いきいきチャレンジ応援協議体（以下「協議体」という。）
という。
（事務所）
第２条
協議体は、主たる事務所を東京都日野市多摩平 2 丁目 9 番地
ふれあい館内に置く。

多摩平の森

（目的）
第３条
協議体は、未就労・就労中断中の女性の就労・創業について、ＮＰＯ等の
多様な担い手が協働し、ニーズ調査・啓発、就業・創業支援、定着支援と一貫した
女性の多様な働き方へのチャレンジ支援を行い、女性が社会の仕組みを支える新た
な労働力として、地域の商業及びその活性化の新たな担い手となること、及び、女
性の就労・創業を一貫して支援するシステムを多様な市民活動団体などとの協働・
連携により構築し、就労・創業分野における市民活動団体の中間組織を形成するこ
とを目的とする。
（事業）
第４条
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

協議体は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
社会の課題解決につなげる女性の社会参画に関する啓発
女性の就労と地域事業者の雇用に関する調査
女性の能力開発・技能習得支援事業
地域の多様な雇用ニーズと女性の就労のマッチング支援事業
地域の新たな産業（商業）を担う女性への創業支援事業

第２章

構成員等

（協議体の構成員）
第５条
協議体は次の者をもって構成する。
（１） 特定非営利活動法人 Ｒａｐｐｏｒｔ
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（２）
（３）
（４）
（５）
（６）

特定非営利活動法人 日野子ども劇場
株式会社 日野市企業公社
学校法人 国際文化学園国際文化理容美容専門学校
虎ノ門 有限責任監査法人
日野市

（委員）
第６条
協議体は、前条各号に掲げる構成員の指名するものを委員とする。
２ 委員の任期は、平成 23 年 11 月 1 日から平成 25 年 4 月 30 日までとす
る。
３ 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継
ぐ者とし、その任期は前任者の残任期間とする。

第３章

役員等

（役員の定数及び選任）
第７条
協議体に次に挙げる各号の役員を置く。
（１） 会長
１名
（２） 副会長
１名
（３） 監事
２名
２ 会長は、女性いきいきチャレンジ応援事業の主担当である特定非営利活動法人
Ｒａｐｐｏｒｔの代表とする。
３ 副会長は、第 6 条の委員のなかから会議において選任する。
４ 監事は、会長が指名し、会議において同意を得て選任する。
５ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
（役員の職務）
第８条
会長は、協議体の体務について総理し、協議体を代表する。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が
欠けたときは、その職務を行う。
３ 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
（１） 協議体の業務執行及び会計の状況を監査すること。
（２） 前号において不正な事実を発見したときは、これを会議に報告すること。
（３） 前号の報告をするために必要があるときは、会議を招集すること。
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（役員の任期）
第９条
役員の任期、及び任期中の変更については、第６条第２項及び第３項を
準用する。
（役員の解任）
第１０条 協議体は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の議決を経
て、その役員を解任することができる。この場合において、協議体は、その会議の
開催日の 14 日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ議
決の前に弁明する機会を与えるものとする。
（１） 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
（２） 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
（役員の報酬）
第１１条 役員は無報酬とする。
２ 役員には、費用を弁償することができる。
３ 前項に関し必要な事項は、会長が別に定める。
（アドバイザー）
第１２条 協議体に、会長の指名によりアドバイザーを置くことができる。
２ アドバイザーは、協議体の活動について、助言･指導を行う。

第４章

会議

（会議）
第１３条 会議は、委員をもって構成し、協議体の設立及び解散を議決するほか、次
の各号に掲げる事項を審査し、決定する。
（１） 規約の制定及び改廃
（２） 副会長及び監事の選任
（３） 事業部会の設置
（４） 事業計画及び予算に関すること。
（５） 事業報告及び決算に関すること。
（６） 事業に必要な実費の徴収に関すること
（７） その他、協議体の運営に関する重要な事項。
２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に協議体構成員以外の関係者の出席
を求め説明や意見を聴くことができる。
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（会議の招集、議決決定方法）
第１４条 会議は会長が招集し、会長を議長とする。
２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
３ 会議の招集は、少なくともその開催の 7 日前までに、会議の日時、場所、目的
及び審議事項を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。
４ 会議の議事は、第１５条に規程するものを除き、議長を除く出席者の議決権の
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による。
（特別議決事項）
第１５条 次の各号に掲げる事項は、会議において、出席者の議決権の３分の２以上
の多数による議決を必要とする。
（１） 協議体の規約の変更
（２） 協議体の解散
（３） 構成員の追加及び除名
（４） 役員の解任
（書面又は代理人による議決）
第１６条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ通知され
た事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
２ 前項の書面は、会議の開催の日の前日までに協議体に到達しないときは、無効
とする。
３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を協議体に提出しなければならない。
４ 第１４条第２項及び第４項並びに第１５条の規程の適用については、第 1 項の
規程により議決権を行使した者は、会議に出席したものとみなす。
（議事録）
第１７条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
２ 議事録は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
（１） 開催日時及び開催場所
（２） 当該会議に出席した委員数、第１６条第４項により当該会議に出席した
とみなされた者の数及び当該会議に出席した委員の氏名
（３） 議案
（４） 議事の経過の概要及びその結果
３ 議事録は、第２条の事務所に備え付けておかなければならない。
第５章

幹事会
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（幹事会の構成等）
第１８条 協議体の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
２ 幹事会は、第５条の協議体の構成員に所属する者より、会長の指名する者をも
って構成する。
３ 幹事長は日野市企画部男女平等課長とする。
４ 幹事会は、必要に応じ幹事長が召集する。
（幹事会の権能）
第１９条 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議する。
（１） 会議に付議すべき事項。
（２） 会議の議決した事項の執行の関すること。
（３） その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。

第６章

事業部会

（事業部会等）
第２０条 協議体の活動を推進するため、必要に応じて事業部会を設置することが
できる。
２ 事業部会の設置は会議で定める。
３ 事業部会は、第３条の目的に賛同し、協働で事業を実施しようとする団体等を
その構成員とすることができる。

第７章

事務局

（事務局）
第２１条 会議の決定に基づき協議体の業務を執行するため、事務局を置く。
２ 事務局は、第 2 条の事務所内に置くこととし、特定非営利活動法人
Ｒａｐｐｏｒｔが事務を行う。
３ 協議体は、業務の適正な執行のため事務局長を置く。
４ 事務局長は、会長が任命する。
５ 協議体の庶務は、事務局長が総括し処理する。
（業務の執行）
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第２２条 協議体の業務の執行方法については、この規約で定めるもののほか、次
の各号に掲げる規程による。
（１）
事務及び会計処理規程
（２） その他幹事会において特に必要と認めた規程
（書類及び帳簿の備付け）
第２３条 協議体は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付け
ておかなければならない。
（１） 協議体規約及び前条各号に掲げる規程
（２） 役員等の氏名及び住所を記載した書面
（３） 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
（４） その他前条の各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

第８章

会

計

（事業年度）
第２４条 協議体の事業年度は、毎年４月 1 日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
ただし、協議体発足初年度の始まりはこれによらない。
（経費）
第２５条 協議体の経費は、次の各号に掲げるものとする。
（１） 東京都新しい公共支援事業新しい公共の場づくりのためのモデル事業助
成金（平成 23 年 7 月 21 日付 23 生都管第 886 号）
（２） その他の収入
２ 協議体の第４条に定める事業の実施に当たって、講座開催等、特別な予算の措
置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必
要な実費を賛同が得られる参加者から徴収することができる。
３ 前項の徴収は、会議の議決によるものとする。
（会計年度）
第２６条 協議体の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。但
し、協議体発足初年度の始まりはこれによらない。

（会計に関する事項）
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第２７条 協議体の現金の出納その他会計に関し必要な事項は、事務及び会計処理
規程で定める。
（事務経費支弁の方法等）
第２８条 協議体の事務に要する経費は、第２５条第１項各号の収入をもって充て
る。
（年度事業計画及び収支予算）
第２９条 協議体の年度事業計画及び収支予算は、幹事会の承認を得た後、会議の議
決を得なければならない。
（監査等）
第３０条 会長は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、会議の開催の
日の１４日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
（１） 年度事業報告書
（２） 収支計算書
２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して
会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を会議に提出しなければならな
い。
３ 会長は、第１項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、協議体の承
認を得た後、これを第２条の事務所に備え付けておかなければならない。

第９章

協議体の解散及び残余財産の処分

（協議体が解散する場合の地位の承継）
第３１条 協議体を解散する場合には、解散総会において、事前に地位の継承者を決
定するものとする。
（事業終了後及び協議体が解散した場合の残余財産の処分）
第３２条 協議体が解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があ
るときは、総会の議決を経て協議体の目的と類似の目的を有する他の団体に寄付す
るものとする。
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第１０章

雑

則

（細則）
第３３条 この規約に定めるもののほか、第２２条に規程する事務及び会計処理規程
その他の協議体の事務の運営上必要な細則は、幹事会の協議を得た後、役員会が別
に定める。
附

則 この規約は、平成 23 年

11 月

1 日から施行する。
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