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公益社団法人弘前青年会議所定款 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会議所は、公益社団法人弘前青年会議所（英文名 Hirosaki Junior Chamber 

Incorporated）と称する。 

 

 （事務所） 

第２条 本会議所は、主たる事務所を弘前市に置く。 

 

 （目的） 

第３条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、第５条各号の事業を行い、青少年

の健全な育成や地域社会の健全な発展に貢献し、明るい豊かな社会の実現を図ることを目

的とする。 

 

 （運営の原則） 

第４条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わ

ない。 

２ 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 

 

 （事業） 

第５条 本会議所は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）文化及び芸術の振興を目的とする事業 

（２）児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 

（３）教育、スポーツ等を通じて地域住民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性

を涵養することを目的とする事業 

（４）地域社会の健全な発展を目的とする事業 

（５）会員相互の親睦を図る事業 

（６）その他本会議所の目的を達成するために必要な事業 

 

   第２章 会員 

 （種別） 

第６条 本会議所の会員は、正会員、特別会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

２ 正会員は、弘前市及びその周辺に住所又は勤務先を有する２０歳以上４０歳未満の品格



ある青年で、理事会において入会を承認されたものとする。ただし、正会員が事業年度中

に４０歳に達した場合は、当該事業年度の終了する日（その日に役員である者にあっては、

当該事業年度に関する通常総会の終結の時）までは、正会員の資格を有する。 

３ 特別会員は、４０歳に達した事業年度の終了する日に正会員であった者で、会員資格規

程で定める手続きを経たものとする。 

４ 賛助会員は、本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は法

人その他の団体で、理事会において入会を承認されたものとする。 

 

 （入会） 

第７条 本会議所の正会員になろうとする者は、会員資格規程で定めるところにより、正会

員２名以上の推薦を受けて入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければな

らない。 

２ 前項に定めるもののほか、入会に関する事項は、会員資格規程で定める。 

 

 （入会金及び会費） 

第８条 正会員は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、総会

で定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。 

２ 特別会員及び賛助会員は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てる

ため、総会で定めるところにより、会費を納入しなければならない。 

 

 （会員資格の喪失） 

第９条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 

（１）退会したとき。 

（２）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

（３）死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。 

（４）法人または団体が解散したとき。 

（５）総正会員の同意があったとき。 

（６）除名されたとき。 

 

 （退会） 

第１０条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することが

できる。 

 

 （除名） 

第１１条 正会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名す

ることができる。この場合において、本会議所は、当該会員に対し、総会の１週間前まで



に理由を付して除名する旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。 

（１）会費を納入しないとき。 

（２）通常総会及び例会に出席しないとき。 

（３）本会議所の定款又は規程に違反したとき。 

（４）本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（５）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

２ 除名が決議されたときには、当該会員に対し通知するものとする。 

 

 （会員資格の喪失に伴う権利及び義務） 

第１２条 会員が第９条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員と

しての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができな

い。 

２ 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、

これを返還しない。 

 

   第３章 役員等 

 （役員の設置） 

第１３条 本会議所に、次の役員を置く。 

（１）理事 １３人以上２５人以内 

（２）監事 1 人以上２人以内 

２ 理事のうち、１人を理事長、２人以上５人以内を副理事長、１人を専務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 

４ 本会議所の理事は、正会員でなければならない。 

 

 （役員の選任） 

第１４条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、

理事長を選定する場合において、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当

該候補者を選定する方法によることができる。 

 

 （役員の任期） 

第１５条 理事の任期は、選任された事業年度の翌事業年度に関する第２９条第３項の通常

総会の終結の時までとし、再任されることを妨げないものとする。 

２ 監事の任期は、選任された事業年度の翌々事業年度に関する第２９条第３項の通常総会

の終結の時までとし、再任されることを妨げないものとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 



４ 理事又は監事は、第１３条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として

の権利義務を有する。 

 

（辞任及び解任） 

第１６条   役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。 

２ 役員は、総会において解任することができる。 

 

 （理事の職務及び権限） 

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、その業務を執

行し、副理事長、専務理事は、運営規程で定めるところにより、理事長を補佐する。 

３ 理事長は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。 

 

 （監事の職務及び権限） 

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及

び財産の状況を調査することができる。 

 

 （理事会への報告義務） 

第１９条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める

とき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め

るときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 

 

 （理事会への出席義務等） 

第２０条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなら

ない。 

２ 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理

事会の招集を請求することができる。 

３ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内

の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事

は、理事会を招集することができる。 

 



 （総会に対する報告義務） 

第２１条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を

調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著し

く不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。 

 

 （監事による理事の行為の差止め） 

第２２条 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違

反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって

本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめる

ことを請求することができる。 

 

 （直前理事長） 

第２３条 本会議所に、直前理事長１人を置くことができる。 

２ 直前理事長は、前理事長がこれに当たる。 

３ 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行い、理事会その他の

会議に出席し、意見を述べることができる。 

４ 第１６条の規定は、直前理事長について準用する。 

 

 （顧問） 

第２４条 本会議所に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議によって選任する。 

３ 顧問は、本会議所の運営に当たって必要かつ適切な助言を行い、理事会その他の会議に

出席し、意見を述べることができる。 

４ 顧問の任期は、推薦した理事長の任期と同一とする。 

５ 第１６条の規定は、顧問について準用する。 

 

 （責任の免除） 

第２５条 本会議所は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１１条第１

項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、

賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除するこ

とができる。 

 

 （役員等の報酬等） 

第２６条 理事、監事、直前理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、正会員の資格を有

しない監事には、報酬を支給することができることとし、その額については、総会におい

て別に定める。 



 

   第４章 総会 

 （構成） 

第２７条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 

 （権限） 

第２８条 総会は、次の事項について決議する。 

（１）正会員の除名 

（２）役員の選任又は解任 

（３）理事長候補者の選出 

（４）正会員の資格を有しない監事の報酬の額 

（５）事業報告及び附属明細書の承認 

（６）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認 

（７）財産目録の承認 

（８）定款の変更 

（９）次に掲げる規程の制定、変更及び廃止 

  ① 会員資格規程 

② 役員報酬規程 

（10）解散及び残余財産の処分 

（11）長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け 

（12）その他法令又はこの定款で定められた事項 

 

 （種類及び開催） 

第２９条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

２ 通常総会は、毎年１月及び８月に開催する。 

３ 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、毎

年１月に開催される通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定

時社員総会とする。 

４ 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事会において開催の決議がなされたとき。 

（２）総正会員の５分の１以上の正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載

した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。 

 

 （招集） 

第３０条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第４項第２号の規定による請求があったときは、その日から６週間以内



の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定められた事

項を記載した書面をもって、総会の日の１週間前までに正会員に通知を発しなければなら

ない。 

４ 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面によ

る通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。 

 

 （議長） 

第３１条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。 

 

 （定足数） 

第３２条 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （議決権） 

第３３条 総会における議決権は、正会員１人につき１個とする。 

 

 （決議） 

第３４条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行

う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の３分の２以上に当たる多数をもって

行う。 

（１）正会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１３条第１項に定める定数を上回

る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで

の者を選任することとする。 

 

 （議決権の代理行使） 

第３５条 総会に出席できない正会員は、総会ごとに他の正会員を代理人として議決権の行

使を委任することができる。 

２ 前項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会議所に提出しなければならな

い。 



３ 第１項の規定により議決権を行使する正会員は、第３２条及び前条の規定の適用につい

ては、出席したものとみなす。 

 

 （議事録） 

第３６条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した正会員の中から指名された議事録署名人２名が署名押印

しなければならない。 

 

   第５章 理事会 

 （構成） 

第３７条 本会議所に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

 （権限） 

第３８条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）本会議所の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長及び副理事長、専務理事の選定及び解職 

（４）事業計画及び収支予算書の承認 

（５）規程の制定、変更及び廃止（第２８条第９号に定める規程を除く。） 

（６）その他法令及び本定款に定める事項  

 

 （種類及び開催） 

第３９条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の２種とする。 

２ 定例理事会は、毎月１回開催する。 

３ 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）次条第２項又は第３項に定めるとき。 

（３）第２０条第２項又は第３項に定めるとき。 

（４）理事長が欠け又は理事長に事故があり、各理事が理事会を招集したとき。  

 

 （招集） 

第４０条 理事会は、この定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。 

２ 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を

請求することができる。 

３ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内



の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理

事は、理事会を招集することができる。 

４ 理事会を招集する者は、理事会の日の１週間前までに、各理事、各監事、直前理事長及

び各顧問に対し、通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この期間

を短縮することができる。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の

手続を経ることなく開催することができる。 

 

 （議長） 

第４１条 理事会の議長は、出席した理事の互選により選出する。 

 

 （定足数） 

第４２条 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。 

 

 （決議） 

第４３条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 

 

 （議事録） 

第４４条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した

理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。 

 

   第６章 例会及び委員会 

 （例会） 

第４５条 本会議所は、原則として毎月１回例会を開催する。 

２ 例会の運営に関し必要な事項は、運営規程で定める。 

 

 （委員会） 

第４６条 本会議所に、その目的達成のために必要な事項を研究審議し、実施するために委

員会を置く。 

２ 委員会には委員長、副委員長各１名及び委員若干名を置く。 

３ 委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、会員の中から理

事長が理事会の承認を得て任命する。→そのまま 

４ 委員会の運営に関し必要な事項は、運営規程で定める。 

 

   第７章 会計 



 （事業年度） 

第４７条 本会議所の事業年度は、毎年１２月１６日に始まり翌年１２月１５日に終わる。 

 

 （事業計画及び収支予算） 

第４８条 本会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を

受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

 

 （事業報告及び決算） 

第４９条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければな

らない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供すると

ともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事の名簿 

（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載

した書類 

（５）その他法令で定める帳簿及び書類 

 

 （公益目的取得財産残額の算定） 

第５０条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算

定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。 

 

   第８章 定款の変更及び解散 

 （定款の変更） 



第５１条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

 （解散） 

第５２条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

 （公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第５３条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会議所が消滅

する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決

議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は

当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第

５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 （残余財産の帰属） 

第５４条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

   第９章 事務局 

 （設置等） 

第５５条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 

３ 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て理事の中から任命する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、庶務規程で定める。 

 

   第１０章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第５６条 本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行

う。 

 

   第１１章 雑則 

 （施行事項） 

第５７条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

  

平成２４年１２月７日制定 

平成２５年２月１２日改正 



平成２５年９月６日改正 

平成２７年１月３０日改正 



公益社団法人弘前青年会議所運営規程 
 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益社団法人弘前青年会議所定款に基づき、本会議所の運営の原則を定め、その円滑 

化を図ることを目的とする。 

 

第２章 役員の職務 

（理 事 長） 

第２条 理事長の職務については、定款に定める所務のほか次のとおりとする。 

（１） 本会議所の事業計画の立案及びその実施。 

（２） 本会議所の対外的活動に対する一切の問題の処理。 

（３） 本会議所を代表して、行政機関、関係団体等への折衝並びに応接。 

 

（副理事長） 

第３条 副理事長は、理事長の指示のもとに理事長を補佐する。 

 

（専務理事） 

第４条 専務理事は、理事長の指示のもとに総務財政に関する一切の事務及び事務局の管理を行ない、本

会議所の事務を円滑ならしめる。 

 

（理 事） 

第５条 理事は理事会に出席し、法令ならびに定款第17条に定める職務および本規程第８条に定める事項

を審議処理する。 

（監 事） 

第６条 監事は、本会議所の財産、会計状況の監査及び業務執行状況の監査を行なう。 

 

第３章 会 議 

（議 事 録） 

第７条 総会議事録について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第５７条１項施行規則第１１条

３項に従い、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事または会員が総会に出席をした場

合における当該出席の方法を含む。）  

（２）総会の議事の経過の要領及びその結果 

（３）次に掲げる規定により総会において述べられた意見または発言があるときは、その意見または発言

の内容の概要 

イ法第七十四条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）  

ロ法第七十四条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）  

ハ法第百二条 



ニ法第百五条第三項 

ホ法第百九条第一項 

ヘ法第百九条第二項 

（４）総会に出席した理事、監事の氏名 

（５）総会の議長が存するときは、議長の氏名 

 

２ 理事会議事録について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９５条３項施行規則第１５条

３項に従い、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事または会員が総会に出席をした 

場合における当該出席の方法を含む。）   

（２）理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 

イ法第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの 

ロ法第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの 

ハ法第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの 

ニ法第百一条第三項の規定により監事が招集したもの 

（３）理事会の議事の経過の要領及びその結果 

（４）決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 

（５）次に掲げる規定により理事会において述べられた意見または発言があるときは、その意見または発

言の内容の概要 

イ法第九十二条第二項 

ロ法第百条 

ハ法第百一条第一項 

（６）法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、理事長（法第二十一条第一項に規定する代表 

理事をいう。第十九条第二号ロにおいて同じ。）以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名 

（７）理事会の議長が存するときは、議長の氏名 

 

（理事会の議決事項） 

第８条 理事会は、次の事項を審議し議決する。 

（１） 総会で決する以外の規程の変更、廃止に関する事項。 

（２） 総会、理事会及び例会に関する事項。 

（３） 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職に関する事項。 

（４） 会員異動に関する事項。 

（５） 事業計画及び収支予算の執行並びに事業報告及び決算報告に関する事項。→お金関係を足す 

（６） 委員会の設置並びに編成に関する事項。 

（７） 委員会活動の助長並びにその調整に関する事項。 

（８） 会員の増強並びに資質向上に関する事項。 

（９） 広報活動に関する事項。 

（10） 褒賞に関する事項。 

（11） その他特に必要と認められる事項。 

 



（理事会の運営） 

第９条 理事会の議事の運営は、理事会議事運営細則に定める。 

 

第４章 例 会 

（開 催 日） 

第10 条 例会は、原則として毎月７日に開催する。但し、理事会の決議によりこれを変更することができ

る。 

 

第５章 委員会 

（委員会） 

第11 条 定款に基づいて、本会議所の事業の企画実行のため、委員会を設置する。 

2.委員会の編成、名称、業務及び構成員は、理事会で決議する。 

 

（委員長） 

第12 条 委員長は、委員会を統轄し、理事をもってこれにあたる。 

 

（委員会の構成） 

第13 条  理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事並びに顧問を除く正会員は、原則としていず

れかの委員会に所属するものとする。 

2. 委員会の構成は、正会員の希望を勘案し、全般的均衡を考慮してこれを行なう。 

3. 委員長は、必要に応じて正会員の中から次の者を指名することができる。 

（１） 委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する副委員長。 

（２） 会務の運営上の事項を補佐する幹事。 

 

（委員会の開催） 

第14 条 委員長は、適宜に会議を招集し会務を処理する。 

2. 会議の招集は、開催日の７日前までに通知しなければならない。 

3. 会議議事の運営に際しては、原則として理事会議事運営細則を準用する。 

 

（計画決定） 

第15 条 委員会の事業計画及び事業実施計画については、理事会において決議する。 

2. 委員会は、理事会の承認なくして対外活動及び他団体との事業の提携をしてはならない。 

3. 委員会の事業実施の必要から、実行委員会等の設立に参画する場合は、理事会の承認を必要とする。 

 

（特別委員会） 

第16 条 本会議所は、特別に必要な事由が生じた時に、理事会の決議により、事由に応じた委員会（以上

特別委員会という。）を設置することができる。 

2. 特別委員会の名称、業務及び構成員は、理事会で決定する。 

3. 特別委員会の長は、理事長もしくは理事長が正会員の中から指名し、理事会の承認を得た者がこれに

あたる。 



4. 理事会は、特別委員会に対し一定の事項の処理を委託することができる。 

5. 特別委員会の構成、開催及び計画決定については、本規程第13 条から第15 条の規程を準用する。 

 

第６章 褒 賞 

（表 彰） 

第17 条 本会議所の活動に対して顕著な功績が認められた委員会、会員を、理事会の決議により表彰する

ことができる。 

 

 

平成２７年１月１５日改正 



公益社団法人弘前青年会議所会員資格規程 
 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益社団法人弘前青年会議所定款に基づき、本会議所の会員資格について必要な事項

を定める。 

 

第２章 入会及び会費 

（新会員加入） 

第２条 入会の申込みは、正会員２名の推薦を必要とする。推薦者は所定の様式に従い、本人との関係及

び推薦理由を記し、理事長に提出する。 

2. 理事長の委任を受けた委員会（以下「担当委員会」という。）は申込書により審議し、担当委員会の

意見を添えて理事会に提出する。 

3. 理事会は、担当委員会の意見を参考とし、仮入会の可否について審議し、決議する。 

4. 仮入会を認められた者は、推薦者と共に理事長と面接し、青年会議所に関する責任義務履行について

の誓約書を提出する。 

5. 仮入会を認められた者が原則として１回以上例会にオブザーバー出席した場合は、担当委員会の報告

に基づき、理事会は正式入会について審議し、その可否を決定する。 

6. 理事会で入会を承認された者は、翌月の例会の前日までに入会金及び会費を完納した後、正会員とな

る。 

（再 入 会） 

第３条 再入会を希望する者は、当該年度の理事長にその旨を申し出し、理事会はその可否を審議する。 

2. 再入会は、前条の規定に準ずるものとするが、入会金は半額とする。 

（メンバーチェンジ） 

第４条 正会員が転居等のやむを得ない理由によって、会員としての義務を履行できなくなり、かつ当該

会員と同一勤務先より入会を希望する者がある場合をメンバーチェンジという。 

2. メンバーチェンジは第２条の規定に準ずるものとするが、入会金は半額とし、当該年度の会費は免除

する。 

（推薦者の資格） 

第５条 推薦者となる正会員は、入会申込者に対し、青年会議所を正しく理解させるとともに、良き会員

になるよう指導できる者でなければならない。 

2. 推薦者は、定款及び諸規程に基づき、当該入会申込者が正会員となった場合、入会年度及び次年度に

関する義務の不履行について、原則として、その全ての責任を負わなければならない。 

3. 推薦者となることのできる者の資格は、次のとおりとする。 

（１） 推薦者２名の内１名は、入会後満２年を経過した正会員であること。また、推薦者の内１名は、

当会に今後２年以上在籍期間を有すること。 

（２） 原則として前年度のアテンダンスポイントが110 点以上であること。 

（３） 定款及び諸規程で定める会費の滞納がないこと。 

4. 新加入会員が入会後、入会年度及び次年度になんらかの形で資格を失った場合、推薦者としての資格



を１年間停止することがある。 

（入会金及び会費納入） 

第６条 入会金は、20,000 円とする。 

ただし、他青年会議所会員であって、転居等により本会議所に加入しようとする者で、他青年会議所の証

のある者は、入会金を半額とする。 

また、正会員として年齢を超過した者と同一勤務先より入会を希望する者があれば、その翌年度に限り入

会金を半額とする。 

2. 本会議所の会費及び納入期限を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

3. 正会員の会費は、分納を認めるものとする。ただし、分納の場合は、半額以上を１月１５日までに納

入し、残額を５月末日までに納入しなければならない。 

4．特別会員の会費は、分納を認めるものとする。ただし、特別会員になろうとする者が分納を希望する

場合は、分納回数や金額を専務理事と交渉の上これを決定する。 

5. 年度の途中において入会する正会員は、入会を承認された理事会の翌月から月11,250円の割合で、年

度の残りの月分の会費を一括納入するものとする。 

6. 年度の途中において賛助会員となった会員は、入会を認められた月の末日までに会費を納入しなけれ

ばならない。 

（入会金及び会費の使途） 

第７条 入会金及び会費は、公益目的事業に３０％以上、その他の事業及び管理運営経費（法人会計）に

その残額を使用する。 

 

第３章 休会及び会員の資格喪失 

（休 会） 

第８条 正会員は、病気もしくは出張等により長期欠席が予測される場合は、事前に当該年度の理事長に

休会の旨を文書で申し出なければならない。 

2. 理事会は、休会の可否を審議し、決定する。 

3. 休会が承認された事業年度を含め、休会が２事業年度を超える場合は、２事業年度目についてはこれ

を承認しない。 

4. 休会が理事会で承認された場合には、その期間に限り、第12条に定める会合等への出席義務が免除さ

れる。 

5. 12 月理事会の日の前日までに次年度の休会の申し出があり、休会が理事会で承認された場合は、次年

度の会費は正会員会費の半額とし、第６条に定める納入期限までに完納するものとする。 

 

（会員資格の喪失） 

第９条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を完納し、退会届を理事長に提出しなけれ

会員種別 

正会員 

特別会員 

賛助会員 

金 額 

年額 135,000 円 

永久会費 135,000 円 

年額 １0,000 円 

納入期限 

 毎年1月１５日 

 特別会員になろうとする年の6月末日 

 毎年1月１５日 

 



ばならない。理事長が退会届を受理した時をもって退会したものとみなす。 

2. 正会員の６月理事会の日の前日までのアテンダンスポイントが30 点未満の場合、又は９月理事会の日

の前日までのアテンダンスポイントが50 点未満の場合は、理事会で決議した上、担当委員会は当該正会

員に対し、指定された例会及び事業・行事、その他の会合に出席するよう勧告することができる。 

3.勧告を受けた正会員が、指定された例会及び事業・行事、その他の会合に出席しなかった場合は、担当

委員会は当該正会員に対し、直ちに猶予期間を設けて、退会勧告書を発送することができる。当該猶予期

間内になんらの回答がない場合は、理事会で審議した後、総会の決議をもって除名を決定する。 

4. 正会員が所定の期日までに会費を完納しなかった場合は、理事会で決議した上、担当委員会は当該正

会員に対し、直ちに猶予期間を設けて、会費納入の督促状を発送する。当該猶予期間内に会費を納入しな

かった場合は、理事会で審議した後、総会の決議をもって除名を決定する。 

 

第４章 特別会員・賛助会員 

（特別会員） 

第１０条 正会員としての年齢を超過した者は、その年度末において自動的に本会の特別会員になること

ができる資格を有する。 

2. 前項以外に特別会員の申込みをすることはできない。特別会員になることを希望する者は、特別会員

申込書を理事長に提出する。 

3. 特別会員申込者は、第６条に定める会費を納入することにより特別会員となる。 

4. 特別会員は、例会、その他の会合に出席することができるが、必要に応じて、実費を負担するものと

する。 

5. 特別会員は、総会における議決権を有しない。 

6. 特別会員は、理事会からの諮問がある場合に限り、本会議所の運営に関する意見を具申することがで

きる。 

（賛助会員） 

第１１条 賛助会員は、理事会が参加を認める事業に参加することができる。 

2．賛助会員は、総会における議決権を有しない。 

 

第５章 出 席 

（出席義務） 

第１２条 正会員は、総会、例会、委員会、その他本会議所が関わる会合に出席しなければならない。 

2. 前項の会合等を欠席、遅刻、早退する場合は、あらかじめその長に申し出なければならない。 

（アテンダンスポイント） 

第１３条 本会議所の活動を活発にするためにアテンダンスポイント制度を設け、各種会議又は会合のア

テンダンスポイントを次のように定める。 

（１） 世界会議50 点 

（２） アジア会議40 点 

（３） ＮＯＭ全体事業及びＮＯＭ出向30 点 

（４） 地区全体事業及び地区出向20 点 

（５） ブロック全体事業及びブロック出向15 点 

（６） 総会、例会及びＬＯＭ全体事業10 点 



（７） 委員会５点 

（８） 他ＬＯＭ訪問 ①国外40 点 

②地区外30 点 

③ブロック外20 点 

④ブロック内15 点 

（９） その他５点 

2. 正会員の年間アテンダンスポイントの最低限度は、総会及び例会出席相当点数の110 点とする。 

3. アテンダンスポイントの管理集計は、担当委員会がこれを行う。 

4. アテンダンスポイントの集計は、原則として毎月１回行い、集計表は事務局で管理するものとする。 

 

平成２４年１２月７日制定 

平成２７年１月３０日改正 



公益社団法人弘前青年会議所役員選任規程 
 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益社団法人弘前青年会議所定款に基づき、本会議所の役員選任について必要な事項

を定める。 

 

（選 挙） 

第２条 次年度役員を選任する場合選挙、選考、指名による選出を行う。 

 

（選挙管理委員会の設置） 

第３条 選挙に関する事務を管理するために選挙管理委員会（以下選管とする）を置く。 

２．選管の構成は、委員長以下最低５名とした若干名とし、被選挙権を有しない者の中から理事長がこれ

を任命する。 

３．選管の任期は、理事長任命と同時に始まり、選挙終了後の事務処理完了と同時に終わる。 

 

（選挙規程） 

第４条 選管は、次の各号に掲げる規程によりこれを管理し実施する。 

（１）選挙権 

公益社団法人弘前青年会議所会員資格規程(以下、会員資格規程とする）に基づく義務(会費納入)を履行

している者であること。但し、休会会員はその資格を有しない。 

（２）被選挙権 

会員資格規程に基づく義務(会費納入)を履行している者であること。但し、当該年度新入会員、休会会員、

卒業予定会員は、その資格を有しない。 

（３）被選挙人名簿の告示 

被選挙人名簿の確定日は立候補受付日の７日前までとし選管がこれを作成し明示する。 

（４）立候補手続き 

理事に立候補する者は選挙管理委員会の定める書式により、次の書類を選挙管理委員会が指定する日時に

選挙管理委員長宛に提出しなければならない。 

(1)立候補届出書 

(2)理事長、監事を除く正会員２名の推薦書 

(3)本会における経歴書 

（５）被選挙権の辞退 

被選挙権を辞退する者は選挙管理委員会の定める書類により、選挙管理委員会が指定する日時に選挙管理

委員長宛に提出することで被選挙権を辞退することができる。 

（６）告示 

選挙管理委員会は第４条（２）及び（４）の規程に基づき審査を行う。資格の有する立候補者については、

その氏名を第４条（４）の記載内容とともに、ただちに有権者に告示しなければならない。 

（７）選挙人名簿の告示 



選挙人名簿の確定日は投票日７日前までとし選管がこれを作成し明示する。 

（８）立候補者の選挙活動について 

告示期間中は立候補者の選挙活動を認めるものとするが、選管が指定する日時、様式に限るものとする。 

（９）理事選挙 

理事選挙については、選挙権者の５名連記により１３名の理事候補者を選出するが、第４条（４）におけ

る立候補者が１３名以下の場合、立候補者の信任投票をし、足りない人数を選出する。立候補者が１３名

の場合は信任投票を行う。また、立候補者が１４名以上の場合は立候補者による定数１３名の選出を行う。 

（１０）投票期間 

投票期間は６月例会から７月例会の間とし別途に日時を定め告示する。 

（１１）投票 

投票は本人投票による無記名連記方式とし、選管所定の投票用紙による。尚、不在者投票は、選挙名簿確

定日正午より投票日午後１時までとし、本人投票により事務局を通じ選管が管理する。 

（１２）理事長候補者選考委員会 

選出された13名の理事候補者及び理事長経験者は、理事選挙同日６名連記の互選による理事長候補者選考

委員を６名選出する。これに委員長として当該年度理事長を加え７名により理事長候補者選考委員会を構

成する。選出された１３名の理事候補者及び理事長経験者の不在者投票は認めない。但し、選考委員に選

ばれることは妨げない。 

（１３）開票 

開票は、投票期間最終日選管が行う。 

また発表については、理事選挙後その当選者氏名を理事長候補者選考委員選挙後、その当選者氏名及びこ

れらの選挙の得票数を含む開票結果を選管より行う。 

なお監事は開票の立会いをすることができる。 

（１４）有効及び無効 

選出者の記入は姓名を正しく記載されているものを有効とする。投票は、連記投票によるが、累積投票は

認めず累積は全て一票と判断する。投票用紙の切り離しは無効とする。その他の場合は選管の事前指示内

容とその判断による。本規程及び選管が定める方法によらない投票は無効とする。 

（１５）当選 

当選は、得票の多い上位者（理事は１３名、選考委員は６名）とし得票数同数の場合は、理事経験の少な

いものを優先し同一の場合は、年令の多い者を優先させる。又同年令の場合は、入会年月日の古い者を優

先する。 

（１６）選管権限 

選管は任期中における選挙の管理に関する一切の権限を有するが、その任務上公平でなければならない。 

 

（役員の資格） 

第５条 理事長候補者に選考される者は、本会議所入会後３年を経過し、かつ副理事長または専務理事の

経験を有するものとする。 

２．理事長を除いた役員は、本会議所入会後の期間を問わない。 

 

（理事長候補者の選考） 

第６条 ７名の理事長候補者選考委員は、予め選出された１３名の理事候補者及び理事長経験者のうちか



ら委員会が構成されて１０日以内に理事長候補者を選考決定のうえ議事録を残し、８月通常総会にその選

考経緯を発表しなければならない。尚理事長候補者は、選考委員会のメンバーのうちから選出するも妨げ

ない。 

 

（理事長候補者の所信表明） 

第７条 理事長候補者は、８月通常総会において所信表明しなければならない。 

 

（理事の指名） 

第８条 選考された理事長候補者は１３名の選出された理事候補者の外に１２名以内の理事候補者を指

名することができる。 

 

（役員の承認） 

第９条 理事候補者及び監事候補者は総会において承認をうけなければならない。 

 

（組織構成） 

第１０条 次年度理事長候補者は、速やかに理事候補者を招集し人事組織の構成及び各委員会の分担を協

議の上決定する。 

 

（発効） 

第１１条 総会において承認された次年度役員候補者は、翌年開催される２月通常総会終了後に正式に本

会議所の役員となる。 

次年度理事長候補者は、翌年通常総会終了後最初に開催される理事会において、選任を受けた時より正式

に本会議所の理事長となる。 

 

（公益社団法人日本青年会議所役員等の選任） 

第１２条 公益社団法人日本青年会議所の役員及び委員候補を本会議所より選出する必要があるときは、

理事会において候補者を選出する。 

 

（役員の欠員補充） 

第１３条 任期中の役員に欠員が生じたとき、理事長の場合は、業務執行理事から、業務執行理事の場合

は理事の中から理事会に於いて決定する。 

理事、監事の場合は理事長指名のうえ理事会で決定し総会で承認する。この場合、任期は前任者の任期満

了までとする。 

 

（次年度役員候補者が任期就任前に欠員となったとき） 

第１４条 理事長候補者については次年度副理事長候補者の中から理事会においてこれを選出し、総会の

承認を受け決定する。 

２．前項以外については、次年度理事長候補者が指名のうえ総会で承認する。 

 

附 則 



 本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の

登記の日から施行する。 

平成２４年９月１７日変更 

平成２４年１２月７日改正 

平成２５年９月６日改正 



公益社団法人弘前青年会議所庶務規程 
 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益社団法人弘前青年会議所定款に基づき、本会議所議所の庶務に関して必要な事項

を定め、その円滑化をはかることを目的とする。 

 

第２章 名義使用 

（名称の使用） 

第２条 本会議所の名称を使用しようとする者は、原則として当該事業の本会議所における責任者、事業

内容、協力形式などを書面によって明らかにし、理事会の承認を得なければならない。 

 

（名称の表示） 

第３条 本会議所の名称を使用するときは、「公益社団法人弘前青年会議所」または「（公社）弘前青年

会議所」と表示するものとする。 

 

（協力形式） 

第４条 他の団体と協力し事業を行なう場合の協力形式は、次のとおりとする。 

（１） 共 催 

（２） 後 援 

（３） 協 賛 

 

（共 催） 

第５条 本会議所が主催者となり、かつ他の団体も主催者となる事業については、これを「共催」という。 

２. 前項において、その内部的役割を表示するために「主管」と付すことができる。 

 

（後 援） 

第６条 本会議所が、財政的支出に拘らず協力する事業については、これを「後援」という。 

２. 前項において、その内部的役割を表示するために「副主管」と付すことができる。 

 

（協 賛） 

第７条 本会議所が賛意を表し、場合によっては協賛金の支出を伴う事業について、これを「協賛」とい

う。 

 

第３章 事 務 局 

（管理責任者） 

第８条 事務局の管理責任者は専務理事とし、その管理代行者は事務局長がこれにあたる。 

 

（事務局） 



第９条 事務局には、事務局員若干名を置き、庶務にあたらせることができる。 

 

（執務時間） 

第１０条 事務局の執務時間は、原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日を除き、次のとおりとする。 

（１） 月曜日から金曜日 ９時から１７時まで 

 

（使用時間） 

第１１条 会員が事務局を使用するときは、原則として事務局の執務時間内とする。 

２. 前項の時間以外の使用については、管理責任者の許可を得るものとする。 

 

（備品貸出） 

第１２条 備品貸出の管理は、管理責任者がこれにあたる。 

２. 管理責任者は、備品貸出台帳をもってこれを管理する。 

 

第４章 文 書 

（種 類） 

第１３条 本会議所で管理する文書（以下、文書という。）は、次のとおりとする。 

（１） 記録文書…定款、諸規程、会計諸帳簿、各報告書等 

（２） 受信文書…本会議所宛の文書全般 

（３） 発信文書…本会議所より発する文書全般 

 

（受 発 信） 

第１４条 受発信文書の管理は、専務理事がこれにあたる。 

２. 専務理事は、内容を確認の上、受発信簿に記載し、受発信番号を付してこれを処理する。 

 

（発信人の限定） 

第１５ 条 本会議所が発信する文書の発信人名は理事長名とし、他の者を併記することはできない。ただ

し、特別会計による事業の本会議所の責任者はこの限りではない。 

 

（保 存） 

第１６条 文書の保存期間は別記のとおりとする。 

 

（整理保管） 

第１７条 事務局長は、文書をその種別、年度別等に区分し、整理整頓して保管しなければならない。 

 

（閲覧・複写） 

第１８条 事務局内において文書を閲覧又は複写は自由とする。ただし個人情報は除外する。 

 

（貸 出） 

第１９条 事務局外部への文書の貸出は、事務局長の許可を必要とする。 



２. 別表に重要と定めてあるものについては、特別の事由により理事長の許可ある場合を除き、事務局 

外部への貸出を禁止する。 

３. 貸出期間は、原則として１週間以内とする。 

 

（廃 棄） 

第２０条 保存期間の満了した文書の廃棄は、専務理事か理事長の許可を得てこれを行なう。 

 

第５章 慶 弔 

（祝 金） 

第２１条 本会議所の会員の祝金は、原則として次のとおりとする。 

（１） 会員の結婚10,000 円（入会後の一回に限る） 

（２） 正会員もしくは正会員夫人の出産10,000 円（入会後の第一子に限る） 

 

（見 舞 金） 

第２２条 本会議所の会員の見舞金は、原則として次のとおりとする。 

（１） 正会員の死亡20,000 円（供花別） 

（２） 特別会員の死亡10,000 円（供花別） 

（３） 正会員の配偶者の死亡10,000 円 

（４） 正会員の家族死亡 5,000 円（一親等） 

（５） 正会員の入院療養 5,000 円 

（６） 正会員の災害時の被災 5,000 円 

 

（慶 弔 品） 

第２３条 慶弔金は、適宜該当額の慶弔品にかえることができる。 

 

（そ の 他） 

第２４条 その他慶弔に関して必要な事項は、原則として理事会において決定する。 

 

平成２４年１２月７日改正 

 平成２７年１月１５日改正



別 表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 保 存 文 書 名 摘 要 

 
永 久 （1） 定款、諸規定、創立関係資料 

（2） 総会資料、議事録 

（3） 理事会資料、議事録 

（4） 青森県庁関係資料 

 

（5） 登記及び役員登記 

（6） 各種契約書 

（7） 財務諸表（予算・決算書） 

（8） 入会申込書、誓約書 

（9） 会員名簿 

（10） 弘前青年会議所各年度事業計画書 

（11） 広報誌「あおいりんご」 

（12） 褒賞資料 

（13） ○○周年記録 

 

  

重要 

重要 

重要 

重要 

 

重要 

重要 

 

 

 

主務官庁の青森県

への各種報告書等 

 

 

 

 

 

 

 

アルバム等 

記念誌等 

10 年 （１） 会計帳簿 

（２） 出版物 

重要  

3 年 （１） 各種写真およびネガフィルム 

（２） 各種記録媒体 

（３） 公式訪問記録 

（４） 各種団体会議資料、議事録 

（５） 公文書 

  

 

 

 

発信、受信 

1 年 （１） 役員予定者会議資料、議事録 

（２） 各種団体からのパンフレット 

（３） 事務局庶務関係文書 

（４） 本会議所内部資料、文書 

 

  



公益社団法人弘前青年会議所経理規程 
 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益社団法人弘前青年会議所定款に基づき、本会議所の経理の原則を定め、その適正

化をはかることを目的とする。 

 

（経理原則） 

第２条 本会の経理は、すべての収支について予算統制を行なう。 

 

第２章 帳簿組織及び会計処理 

（会計の原則） 

第３条 本会の会計は「公益法人会計基準」（平成 20年 4月 11日内閣府公益認定等委員会決定）に基づい

て行う。 

 

（会計年度） 

第４条 本会の会計年度は、毎年１２月１６日に始まり、翌年１２月１５日に終わる。 

 

（予算及び決算） 

第５条 本会の収支予算は、理事会の決議により定め、収支決算は毎年１月末日までに、監事の監査を経

て理事会の承認を経たうえで総会の承認を得なければならない。 

 

（原 則） 

第６条 会計帳簿は、会計伝票に基づいて記帳し、会計伝票は、証憑書類によって事実を証明し得る会計

処理をもって作成されたものでなければならない。 

 

（会計帳簿） 

第７条 会計帳簿は、次のものを使用する。 

（１） 主要簿 

① 総勘定元帳 

② 会計伝票（入金伝票、出金伝票、振替伝票） 

（２） 補助簿 

① 現金出納帳 

② 預金出納帳 

③ 債権、債務補助簿 

④ 会費明細簿 

⑤ 頒布物品出納帳 

⑥ 固定資産記入帳 

⑦ その他（有価証券台帳等） 



 

（会計処理） 

第８条 総勘定元帳は、会計伝票から各日ごとの金額を転記する。 

２. 債権債務補助簿は、未収入金、仮払金、前払金、預り金、仮受金等につき、作成する。 

 

（処理確認） 

第９条 経理を担当する理事（以下、担当理事という。）は、補助簿の金額について少なくとも各月末ご

とに総勘定元帳の当該口座の金額と照合し、その合致を確かめなければならない。 

２. 会計伝票は、毎月末その証憑書類とともに通し番号を付し整理の上、専務理事の検印を受けなければ

ならない。 

３. 担当理事は、毎月試算表並びに収支予算執行残高表を作成し、専務理事の検印を受け、これを理事会

に提出しなければならない。 

 

（帳簿の更新） 

第１０条 会計帳簿は、会計年度ごとにこれを更新する。ただし、毎会計年度を通じ連続記入する方が合

理的であるような補助簿（固定資産記入帳等）については、この限りでない。 

 

（証憑書類） 

第１１条 担当理事は、収支に関する請求書、領収書等の証憑書類を通し番号順に整理し、これを事務局

に保管しなければならない。 

 

第３章 予 算 

（予算編成） 

第１２条 予算編成は、各委員会の事業計画案に従い、理事長がこれを立案し、理事会の決議を経て行な

う。 

 

（予算科目） 

第１３条 予算は、収支の性質、目的に従い、款、項、目に区分する。科目改正は、理事長がこれを別に

定める。 

 

（予算編成の様式） 

第１４条 予算編成にあたっては、予算科目と事業計画との関連を明瞭になるような様式を用いる。 

 

（予算科目の支出） 

第１５条 予算科目外の支出をしようとする場合には、理事会の決議を得なければならない。 

 

（各委員長の任務） 

第１６条 各委員長は、予算編成とその執行に関し適切な資料を作成し理事長に意見を具申するとともに、

所管事項に関する予算の執行について、管理監督責任を理事長に対して負うものとする。 

 



（専務理事の任務） 

第１７条 専務理事は、予算の執行にあたり、全般を管理する直接的責任を理事長に対して負うものとす

る。 

 

（副理事長への委任） 

第１８条 理事長は、各委員会と事務局との業務執行の過程における管理調整のため副理事長及び専務理

事をその任にあたらしめることができる。 

 

第４章 決 算 

（決算報告書の作成、承認） 

第１９条 決算は、事業年度終了後速やかに理事長が決算報告書を作成し、監事の監査を経て、理事会の

承認を経たうえで総会の承認を得なければならない。 

 

（決算科目） 

第２０条 決算科目は、予算科目に従って行なう。 

 

（専務理事の任務） 

第２１条 専務理事は、決算報告書の作成にあたり、全般を管理する直接的責任を理事長に対して負うも

のとする。 

 

第５章 収 入 

（請求書の発行） 

第２２条 収入すべきことが確定した金額について、請求書を発行すべき時期が到来したならば、担当理

事は直ちに所定様式の請求書を発行しなければならない。 

 

（領収証の作成交付） 

第２３条 金銭収納にあたっては、所定様式の領収証を作成しなければならない。 

２. 領収証は、原則として金銭出納担当者がこれを作成し、専務理事が確認の上発行する。 

 

（入金伝票の作成） 

第２４条 金銭を収納した場合は、金銭出納担当は入金証憑に基づいた入金伝票を作成しなければならな

い。 

 

（収納金銭の預け入れ） 

第２５条 収納した金銭は、原則として収納当日中に銀行に預け入れるものとする。ただし、締切後に収

納した金銭は、翌日に当日分と区分して銀行に預け入れる。 

 

（未収入金の処理） 

第２６条 決算期末において、金銭収納がいまだなされていないものであっても収納すべきことが確定し

たものは、当期の収入に計上しなければならない。 



 

第６章 支 出 

（購 入） 

第２７条 固定資産（耐用年数１年以上で、単位20 万円以上）の購入、補修等を行なうときは、理事会の

議決を経て総会の承認を得なければならない。 

２. 固定資産及び物品（耐用年数１年未満又は１単位当たり20 万円未満）の購入は理事会の議決を経て、 

適正な証憑に基づき専務理事が行なうものとする。 

 

（請 求） 

第２８条 予算に従って支払をしようとするときは、所定の支払請求書により支払の請求をするものとす

る。 

２. 支払請求書は、当該支払が発生する事項を主管する理事が起案し、証憑書類を添付して担当理事に 

提出する。 

３. 担当理事は、前項の支払請求書の内容を確認し、専務理事の決裁を受けたうえ、当該支払請求書を 

金銭出納担当者に提出する。 

 

（支 払） 

第２９条 金銭出納担当者は、前条に定めた所要の決裁済みの支払請求書に基づき、小切手を作成し専務

理事の捺印を受ける。 

２. 金銭で支払った場合、金銭出納担当者は、支払証憑に基づいて、出金伝票を作成しなければならない。 

 

（領収証の受領） 

第３０条 金銭出納担当者は、支払を行なったときは、必ず支払先から適正な領収証を受領して保管しな

ければならない。 

２. 適正の領収証の受領が困難なものについては、当該支払が発生する事項を主管する理事の認印ある 

内部領収証によることができる。 

 

（締切日、支払日） 

第３１条 金銭支払の対象となる物品、用役の納入期限は、毎月１５日までとし、支払日は毎月２５日と

する。ただし、支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとする。 

２. 臨時払の必要のあるもの及び契約による定期払のものについては、この限りではない。 

 

（残高確認） 

第３２条 担当理事は、毎日締切後、現金出納簿及び手許現金を照合点検し、その事実を証するため、金

銭出納簿に捺印しなければならない。 

２. 銀行預金残高については、毎月末に担当理事が銀行残高と照合調整し、決算期末には銀行残高証明 

書を徴して帳簿残高と調整の上確認する。 

 

（未払金の処理） 

第３３条 決算期末において、金銭未払のものであっても支払うべきことが確認しているものは、当期の



支出に計上しなければならない。 

 

第７章 監 査 

（監 査） 

第３４条 監事は、法令に従い監査を行なわなければならない。 

 

平成２４年１２月７日改正 

平成２７年１月１５日改正 



 

 

公益社団法人弘前青年会議所特定個人情報取扱規程（案） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規程は、公益社団法人弘前青年会議所（以下、「当会」）が、「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号、以下「番号法」という。）、「個人情報

の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号、以下「個人情報保護法」という。）及び「特定個人情

報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」に基づき、特定個人情報等の取扱いの適正化を

はかることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。なお、本規程における用語は、他に特段の定めのな

い限り番号法その他の関係法令の定めに従う。 

（１） 「個人情報」とは、個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報であって、生存する個人に関す

る情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）をいう。 

（２） 「個人番号」とは、番号法第７条第１項又は第２項の規定により、住民票コードを変換して得られる

番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをい

う（番号法第２条第６項及び第７項、第８条並びに第６７条並びに附則第３条第１項から第３項まで

及び第５項における個人番号）。 

（３） 「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記

号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第７条第１項及び第２項、第８条

並びに第６７条並びに附則第３条第１項から第３項まで及び第５項を除く。）をその内容に含む個人

情報をいう。 

（４） 「特定個人情報等」とは、個人番号及び特定個人情報を併せたものをいう。 

（５） 「個人情報ファイル」とは、特定個人情報ファイルであって、行政機関及び独立行政法人等以外の者

が保有するものをいう。 

（６） 「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 

（７） 「保有個人情報」とは、個人情報取扱事業者（項番１２）が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利

用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する特定個人情報であって、

その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令

で定めるもの又は６か月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 

（８） 「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する

者が番号法第９条第１項又は第２項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人

情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。 

（９） 「個人番号関係事務」とは、番号法第９条第３項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他

人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 



 

 

（１０）「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又 

は一部の委託を受けた者をいう。 

（１１）「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は

一部の委託を受けた者をいう。 

（１２）「個人情報取扱事業者」とは、特定個人情報ファイルを事業の用に供している者（国の機関、地方公

共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。）であって、特定個人情報ファイルを構成す

る個人情報によって識別される特定の個人の数（個人情報保護法施行令で定める者を除く。）の合計

が過去６か月以内のいずれの日においても５，０００を超えない者以外の者をいう。 

（１３）「役職員」とは、当会の組織内にあって直接又は間接に当会の業務に従事している者をいい、雇用関

係にある従業者（正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみならず、当会

との間の雇用関係にない者（監事）を含む。 

（１４）「事務取扱担当者」とは、当会内において、個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。 

（１５）「管理区域」とは、特定個人情報等を管理する区域をいう。 

（１６）「取扱区域」とは、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。 

 

（当会が個人番号を取り扱う事務の範囲） 

第３条 当会が個人番号を取り扱う事務の範囲は以下のとおりとする。 

 

役職員に係る個人番号関係事務 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 

雇用保険届出事務 

労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

健康保険・厚生年金保険届出事務 

役職員の配偶者に係る個人番号関係事務 国民年金の第三号被保険者の届出事務 

役職員以外の個人に係る個人番号関係事務 報酬・料金等の支払調書作成事務 

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務 

不動産の使用料等の支払調書作成事務 

不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務 

 

（当会が取り扱う特定個人情報等の範囲） 

第４条 前条において当会が個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて

管理される特定個人情報は以下のとおりとする。 

（１） 役職員又は役職員以外の個人から、番号法１６条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受け

た本人確認書類（個人番号カード、通知カード、身元確認書類等）及びこれらの写し 

（２） 当会が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書及びこれらの控え 

（３） 当会が法定調書を作成するうえで役職員又は役職員以外の個人から受領する個人番号が記載された申

告書等 

（４） その他個人番号と関連づけて保存される情報 

２ 第１項各号に該当するか否かが定かでない場合は、事務取扱責任者が判断する。 

 



 

 

第２章 安全管理措置 

 

（組織的安全管理措置） 

第５条 当会は、代表理事が指名する者を事務取扱担当者とする。 

２ 事務取扱担当者が複数いる場合は、そのうち一人を事務取扱責任者とする。 

３ 事務取扱担当者は、特定個人情報の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。 

４ 事務取扱担当者が変更することになる場合、代表理事は新たに事務取扱担当者となる者を指名するもの

とする。この場合、従前の事務取扱担当者は新たに事務取扱担当者となる者に対して確実に引継ぎを行

わせるものとする。代表理事はかかる引継ぎが行われたか確認するものとする。 

 

（人的安全管理措置） 

第６条 当会は、特定個人情報等が本規程に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ

適切な監督を行うものとする。 

 

（教育・研修） 

第７条 当会は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱担当者に本規程を遵守させる

ための教育訓練を企画・運営する責任を負う。 

２ 事務取扱担当者は、事務取扱担当の責任者が主催する本規程を遵守させるための教育を受けなければな

らない。研修の内容及びスケジュールは、事業年度毎に代表理事が定める。 

 

（取扱状況・運用状況の記録） 

第８条  事務取扱担当者は、以下の特定個人情報等の取扱い状況を別紙様式のチェックリストに基づき確認し、

記入済みのチェックリストを保存するものとする。 

（１） 特定個人情報等の入手日 

（２） 源泉徴収票・支払調書等の法定調書の作成日 

（３） 源泉徴収票等の本人への交付日 

（４） 源泉徴収票・支払調書等の法定調書の税務署等の行政機関等への提出日 

（５） 特定個人情報等の廃棄日 

 

（情報漏えい事案等への対応） 

第９条 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損による事故が発生したことを知った場合又 

はその可能性が高いと判断した場合は、代表理事に直ちに報告する。 

 

（取扱状況の確認） 

第１０条 代表理事は、特定個人情報等の取扱状況について、１年に１回以上の頻度で確認を行うものとする。 

 

（物理的安全管理措置） 

第１１条 当会は管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に従い以下の措置を講じ

る。 

（１） 管理区域 



 

 

事務局内の金庫において保管し、事務取扱担当者以外が容易に閲覧できないよう行うものとする。 

（２） 取扱区域 

事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所にて取扱い、当該区域であることを掲示するなどの工夫

するものとする。 

 

（技術的安全管理措置） 

第１２条 当会は管理区域及び取扱区域における特定個人情報等について、機器、電子媒体等による取扱を行わ

ず、書面においてのみ取扱うものとする。 

 

（書類等を持ち出す場合の漏えい等の防止） 

第１３条 当会は特定個人情報等が記録された書類等の持出し（特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外

へ移動させることをいい、事業所内での移動等も含まれる。）は、次に掲げる場合を除き禁止する。

なお、「持出し」とは、特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事

業所内での移動等も持出しに該当するものとする。 

（１） 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託事務を実施する上で必要と認められる範囲内でデータを

提供する場合 

（２） 行政機関等への法定調書の提出等、当会が実施する個人番号関係事務に関して個人番号利用事務実施

者に対しデータ又は書類を提出する場合 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された書類等を持ち出す場合、封筒に封入し鞄に入れて搬

送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずるものとする。 

 

（個人番号の削除及び廃棄） 

第１４条 代表理事は、事務取扱担当者又は外部委託先が特定個人情報等を削除・廃棄したことを確認するもの

とする。 

 

第３章 特定個人情報等の取得 

 

（特定個人情報の適正な取得） 

第１５条 当会は、特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。 

 

（特定個人情報の利用目的） 

第１６条 当会が、役職員又は第三者から取得する特定個人情報の利用目的は、第３条に掲げた個人番号を取り

扱う事務の範囲内とする。 

 

（特定個人情報の取得時の利用目的の通知等） 

第１７条 当会は、特定個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表しなければならない。こ

の場合において、「公表」の方法については、インターネット上のホームページ等での公表等適切な

方法によるものとする。当会の役職員から特定個人情報を取得する場合には、利用目的を記載した書

類の提示等の方法による。 

２ 役職員は、利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認めら



 

 

れる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知、公表又は明示を行うことにより、変更後の利用目

的の範囲内で特定個人情報を利用することができる。 

 

（個人番号の提供の要求） 

第１８条 当会は、第３条に掲げる事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事

務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるものとす

る。 

 

（個人番号の提供を求める時期） 

第１９条 当会は、第３条に定める事務を処理するために必要があるときに個人番号の提供を求めることとする。 

２ 前項にかかわらず、本人との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、

契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることが可能で

あるものとする。たとえば、従業員等の給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等及

びこれらに伴う給与所得の源泉徴収票、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の作成事務の

場合は、雇用契約の締結時点で個人番号の提供を求めることも可能である。 

 

（特定個人情報の提供の求めの制限） 

第２０条  特定個人情報の「提供」とは、法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味するものであり、同

一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は「提供」ではなく「利用」に該当し、

個人番号の利用制限（第２６条）に従うものとする。 

２ 当会は、番号法第１９条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることができる場合を

除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。 

 

（特定個人情報の収集制限） 

第２１条 当会は第３条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を収集しないものとする。 

 

（本人確認） 

第２２条 当会は番号法第１６条に定める各方法により、役職員又は第三者の個人番号の確認及び当該人の身元

確認を行うものとする。また、代理人については、同条に定める各方法により、当該代理人の身元確

認、代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。 

 

（取得段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置） 

第２３条 特定個人情報の取得段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 

（取得段階における物理的安全管理措置） 

第２４条 特定個人情報の利用段階における物理的安全管理措置は第２章（安全管理措置）に従うものとする。 

 

第４章 特定個人情報の利用 

（個人番号の利用制限） 



 

 

第２５条 当会は、第１６条に掲げる利用目的の範囲内でのみ利用するものとする。 

２ 当会は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合を除き、本人の同意があったとして

も、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないものとする。 

 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第２６条 当会が特定個人情報ファイルを作成するのは、第３条に定める事務を実施するために必要な範囲に限

り、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成しないものとする。 

 

（利用段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置） 

第２７条 特定個人情報の利用段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 

（利用段階における物理的安全管理措置） 

第２８条 特定個人情報の利用段階における物理的安全管理措置は第２章（安全管理措置）に従うものとする。 

 

第５章 特定個人情報の保管 

（特定個人情報の正確性の確保） 

第２９条 事務取扱担当者は、特定個人情報を、第１６条に掲げる利用目的の範囲において、正確かつ最新の状

態で管理するよう努めるものとする。 

 

（保有個人情報に関する事項の公表等） 

第３０条 当会は、個人情報保護法第２３条第１項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を

本人の知り得る状態に置くものとする。 

 

（特定個人情報の保管制限） 

第３１条 当会は、第３条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を保管してはならない。 

２ 当会は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、支払調

書の再作成等の個人番号関係事務を行うために必要があると認められるため、当該書類等を保管する

ものとする。 

３ 当会は、番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類（個人番号カード、通

知カード、身元確認書類等）の写しや当会が行政機関等に提出する法定調書の控えや当該法定調書を

作成するうえで事業者が受領する個人番号が記載された申告書等を特定個人情報として保管するも

のとする。これらの書類については、法定調書の再作成を行うなど個人番号関係事務の一環として利

用する必要があると認められるため、関連する所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保

存期間を経過するまでの間保存することができる。 

 

（保管段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置） 

第３２条 特定個人情報の保管段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 



 

 

（保管段階における物理的安全管理措置） 

第３３条 特定個人情報の保管段階における物理的安全管理措置は第２章（安全管理措置）に従うものとする。 

 

第６章 特定個人情報の提供 

（特定個人情報の提供制限） 

第３４条 当会は、番号法第１９条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第

三者（法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味し、同一法人の内部等の法的な人格を超えない

特定個人情報の移動は該当しないものとする。）に提供しないものとする。なお、本人の同意があっ

ても特定個人情報の第三者提供ができないことに留意するものとする。 

 

（提供段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置） 

第３５条 特定個人情報の提供段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 

（提供段階における物理的安全管理措置） 

第３６条  特定個人情報の提供段階における物理的安全管理措置は第２章（安全管理措置）に従うものとする。 

 

（提供段階における技術的安全管理措置） 

第３７条 特定個人情報の提供段階における技術的安全管理措置は第２章（安全管理措置）に従うものとする。 

 

第７章 特定個人情報の開示、訂正等、利用停止等 

（特定個人情報の開示） 

第３８条 当会は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示を求められた

場合は、次条に規定する手続き及び方法により、遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に

確認した上で、当該本人が開示を求めてきた範囲内でこれに応ずるものとする。なお、当該本人に法

定調書の写しを送付する際、法定調書の写しに本人以外の個人番号が含まれている場合には、その部

分についてはマスキング等をするものとする。 

２ 当会は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部を不開示とすることができ、そ

の場合には請求者に対してその旨及び理由（根拠とした個人情報の保護に関する法律の条文及び判断

の基準となる事実を示すこととする。）を説明することとする。 

（１）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（２）当会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

（３）他の法令に違反することとなる場合 

 

（保有個人情報の開示請求処理手順） 

第３９条 前条に基づき本人又はその代理人（未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、又は本人が委任し

た任意代理人をいう。以下同じ。）から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報につ

いて開示請求を受けた場合は、次の手順で応ずることとする。 

（１） 受付時の確認 

・ 所定の様式の書面（請求者の氏名・住所・電話番号、請求年月日、請求に係る個人情報の内容が記載



 

 

されているもの）による請求であること。 

・ 予め定めた手数料の負担について請求者が応諾していること。 

・ 代理人による請求の場合は、所定の委任状によるものであること。 

・ なお、郵送による本人確認資料の受領などの場合は、事務取扱責任者が適宜判断する。 

（２） 開示の可否の決定 

   事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、開示の可否を決定する。 

・ 請求された個人情報が物理的に存在するか否か。 

・ 前号に相当するものが、「保有個人情報」に該当するか否か。 

・ 規程第３８条第２項各号に定める不開示事由に該当するか否か。 

（３） 不開示の場合の対応 

・ 前項に基づき保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときはその旨を通知し、その

理由についても説明をすることとする。 

（４） 請求者に対する通知時期 

・ 開示請求に対する回答（不開示の場合の通知も含む）は書面にて、遅滞なく郵送又はこれに代わる方

法により通知する。 

 

（保有個人情報の訂正等） 

第４０条 当会は、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないことを理由に当該本人から訂正、追

加又は削除を求められた場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき、遅滞なくこれに応ずること

とする。かかる訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、当該本人に対し、

遅滞なくその旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知するものとする。なお、訂正等

を行わない場合又は当該本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる

事実を示し、その理由を説明することとする。 

 

（保有個人情報の訂正等処理手順） 

第４１条 前条に基づき、開示の結果、特定個人情報に係る保有個人情報が事実ではないとして、訂正、追加又

は削除（以下「訂正等」と総称する。）を求められた場合は、次の手順にて応ずることとする。 

（１） 当該請求者に対し、訂正等すべき内容が事実である旨を証明できる資料の提出を求める。 

（２） 事務取扱責任者は、提出された資料に基づき、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要

な調査を行い、訂正等を行うかどうかを決定する。 

（３） 検討した結果については、遅滞なく当該請求者に対して書面にて、郵送又はこれに代わる方法により

通知する。また訂正等の措置をとらない場合は、判断の根拠及び根拠となる事実を示し、その理由に

ついても説明をすることとする。 

２ 特定個人情報に係る保有個人情報の訂正等は、次に掲げる各号に従って行わなければならない。 

（１） 事務取扱責任者は、当該保有個人情報を取扱う事務取扱担当者を特定し、その者以外の者に訂正等の

作業を行わせてはならない。 

（２） 事務取扱担当者は、訂正等の作業を事務取扱責任者の指示に従って行い、事務取扱責任者が作業結果

を確認する。 

（３） 事務取扱責任者は、更新理由、訂正等の申請者、訂正等の日付、管理責任者、事務取扱担当者及び訂

正等の内容を記録し１年間保管する。 



 

 

 

（保有個人情報の利用停止等） 

第４２条 当会は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が、個人情報保護法第１６条の規定に違反し

て取得されているという理由、同法第１７条の規定に違反して取り扱われたものであるという理由又

は番号法第１９条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人情報

の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止（以下、本条において「利用停止等」という。）を求

められた場合であって、利用停止等に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要

な限度で、遅滞なく、当該特定個人情報の利用停止等を行わなければならない。但し、利用停止等を

行うことに多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。 

２ 前項の規定に基づき求められた利用停止等の全部又は一部を行ったとき若しくは行わない旨の決定

をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨（当該本人から求められた措置と異なる措置を行う場

合にはその措置内容を含む。）を通知しなければならない。なお、利用停止等を行わない場合又は本

人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説

明することとする。 

 

（開示等を求める手続及び手数料） 

第４３条 当会は、特定個人情報に関して、個人情報保護律第２９条第１項の開示等の求めを受け付ける方法を

定めた場合には、「個人情報保護基本方針」と一体としてインターネットのホームページでの常時掲

載を行うこととする。 

２ 開示等の求めをする者が本人又は代理人であることの確認の方法を定めるに当たっては、十分かつ適

切な確認手続とするよう留意する。 

３ 個人情報保護法第３０条に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の開示等手続の平均的実費

の予測に基づき、合理的な手数料額を算定する等の方法により、実費を勘案して合理的であると認め

られる範囲において手数料の額を定めなければならない。 

 

第８章 特定個人情報の廃棄・削除 

（特定個人情報の廃棄・削除） 

第４４条 当会は第３条に規定する事務を処理する必要がある範囲内に限り特定個人情報等を収集又は保管し

続けるものとする。なお、書類等について所管法令によって一定期間保存が義務付けられているもの

については、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管するものとし、それら

の事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場

合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除するものとする。 

 

（廃棄・削除段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置） 

第４５条 特定個人情報の廃棄・削除段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第２章（安全管

理措置）に従うものとする。 

 

（廃棄・削除段階における物理的安全管理措置） 

第４６条 特定個人情報の廃棄・削除段階における物理的安全管理措置は第２章（安全管理措置）に従うものと



 

 

する。 

 

第９章 特定個人情報の委託の取扱い 

（委託先における安全管理措置） 

第４７条 当会は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託する場合には、当会自らが果

たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を

行なうものとする。 

２ 前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲げる事項が含まれる。 

（１）委託先の適切な選定 

（２）委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結 

（３）委託先における特定個人情報の取扱状況の把握 

３ 前項第１号の「委託先の適切な選定」としては、以下の事項について特定個人情報の保護に関して当

会が定める水準を満たしているかについて、あらかじめ確認する。 

 （１） 設備 

 （２） 技術水準 

 （３） 従業者（事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している

者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。）に対す

る監督・教育の状況 

 （４） 経営環境状況 

 （５） 特定個人情報の安全管理の状況（「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」、「特定個人情報等の範

囲の明確化」、「事務取扱担当者の明確化」、「個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」を含むが

これらに限らない。） 

 （６） 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下

総称して「暴力団員等」という。）または以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないこと 

(i)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(ii)  暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(iii) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、

不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を

有すること 

(v) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

４ 第２項第２号の「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」については、委託契約

の内容として、以下の規定等を盛り込むものとする。 

（１）秘密保持義務に関する規定 

（２）事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止 

（３）特定個人情報の目的外利用の禁止 

（４）再委託における条件 

（５）漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任に関する規定 

（６）委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄に関する規定 



 

 

（７）従業者に対する監督・教育に関する規定 

（８）契約内容の遵守状況について報告を求める規定に関する規定 

（９）特定個人情報を取り扱う従業者の明確化に関する規定 

（１０）委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定 

５ 当会は、委託先の管理については、専務理事を責任部署とする。 

６ 当会は、委託先において特定個人情報の安全管理が適切に行われていることについて、１年に１回以上

の頻度及び必要に応じてモニタリングをするものとする。 

７ 当会は、委託先において情報漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに当会に報

告される体制になっていることを確認するものとする。 

８ 委託先は、当会の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部

又は一部を再委託することができるものとする。再委託先が更に再委託する場合も同様とする。 

９ 当会は、再委託先の適否の判断のみならず、委託先が再委託先に対しても必要かつ適切な監督を行って

いるかどうかについても監督する。 

１０ 当会は、委託先が再委託をする場合、当該再委託契約の内容として、第４項と同等の規定を盛り込ませ

るものとする。 

 

第１０章 その他 

（改廃） 

第４８条 本規則の改廃は、理事会の決議による。 

 

 

附 則 

 

本規則は平成２８年３月２４日から施行する。 

  



公益社団法人弘前青年会議所役員報酬規程 

 

（目 的） 

第１条  本規程は、定款第２６条に規定する正会員の資格を有しない監事の報酬の支給基準について定め

たものである。 

（報酬の支給） 

第２条  正会員の資格を有しない監事の報酬は、次のとおりとする。 

（１） 報酬は、日当による。 

（２） 報酬の額の算定方法は、理事会等への出席１回につき２０，０００円を上限に総会の決議を経た額

とする。ただし、当該監事が報酬の受領を辞退した場合は、これを支給しない。 

（３） 支給の方法は、出席の都度、現金とする。 

 

附 則 

 本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の

登記の日から施行する。 



公益社団法人弘前青年会議所理事会議事運営細則 

 

第１章 総 則 

第１条 運営規定に基づき公益社団法人弘前青年会議所理事会議事運営細則を定める。 

２. 本細則は、理事会の議事運営に関し、円滑に議事を進行させることを目的とする。 

 

第２条 本細則は、原則として国際青年会議所が採用するロバート議事法に基づく。 

 

第２章 招 集 

第３条 会議の招集は、定款に基づき、会議の目的、日時並びに場所を書面でもって、開催日の７日前ま

でに通知をしなければならない。 

 

第４条 会議に招集を受けたる者が欠席または遅刻するときは、その理由を付し、会議開会の時刻前に招

集者に届出なければならない。 

 

第３章 会 議 

第５条 会議の定足数及び議長は、定款に定めるとおりとする。 

 

第６条 会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達しないときは、議長は会議の開始時間の

遅延または流会を宣告することができる。 

２. 会議中に定足数を欠くにいたるおそれのあるときは、議長は休息または流会を宣告することができる。 

 

第７条 議長は、会議の秩序を維持し、本細則に定めるもののほか次のことを行なう。 

（１） 会議成立の宣言 

（２） 議事日程の宣言 

（３） 議事内容の確認 

（４） 議事録作成人の指名 

（５） 前回議事録の承認 

 

第４章 議事日程 

第８条 議長は、会議時に議事日程及び会議に関する資料を、出席者に配付呈示しなければならない。 

 

第９条 議長が必要あるとき、または会議構成者から動議が提出されたときは、会議の議を経て、議事日

程の順序を変更したり、他の議題を追加することができる。 

 

第１０条 議長は、予定時間内に議事日程に記載した議題の審議が未了の場合は、会議の議を経て会議時

間の延長をすることができる。 

なお審議に至らなかった議題について、あらためて議題日程を定めたときは、その議題を最優先しなけれ

ばならない。 



 

第５章 議事及び動議 

第１１条 会議の議題提出者は、その会議において議題を提出する権利を有するとともに、その会議の表

決権を有する構成者でなければならない。 

 

第１２条 議題提出者が議題を提出するときは、開催予定日の３日前までに理事長に文書をもって、その

理由を付し提出しなければならない。 

ただし、緊急とみなされる場合はこの限りではない。 

 

第１３条 一度議決された事項を、再度その会議において議題として取り上げるときは、会議の表決権を

有する出席構成者の３分の２以上の同意を得なければならない。 

 

第１４条 支持を必要とする動議は、他に１名以上のその会議の表決権を有する出席構成者の賛成がなけ

ればならない。 

 

第１５条 動議は、賛成支持されない前は取り下げることができる。 

 

第６章 議 事 

第１６条 議題を会議に付するときは、議長はその旨を宣告しなければならない。 

 

第１７条 議題提出者は、提案主旨を記載した文書を資料として配布し、必要があれば説明をしなければ

ならない。 

 

第７章 発 言 

第１８条 発言は、全て議長の許可を得なければならない。議長の許可を得ない発言は討議の対象にはな

らない。 

 

第１９条 発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、議長の許可を得て、自己の氏名を告げ、

発言しなければならない。 

 

第２０条 ２人以上が同時に発言を求めたときは、議長は先挙手者と認めた者を指名する。 

 

第２１条 発言は全て簡明を旨とし、議題の範囲を越えてはならない。 

 

第２２条 議題提出者は、必要により、議題提案の詳細な説明または答弁を自分以外の者にさせようとす

る場合には、議長に申し出、許可を得なければならない。 

 

第２３条 議長は、発言がその会議の品位を傷付け、または議事妨害であると認めるときは、発言者に注

意を促し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。 

 



第２４条 議長は、討議の進行において最初に反対者に発言を求め、次に賛成者と反対者を交互に指名す

るように努めなければならない。また議長は、できる限り多くの者に意見を述べさせるように配慮しなけ

ればならない。 

 

第８章 議 決 

第２５条 議長は、決議をするときはその旨を宣告しなければならない。 

 

第２６条 議決は、次の方法による。 

（１） 口頭 

（２） 拍手 

（３） 挙手 

（４） 起立 

（５） 記名投票 

（６） 無記名投票 

ただし、議決方法の選択は議長に一任する。 

 

第２７条 議決はまず否定案について行ない、次に修正案、原案の順とする。修正案が多数の場合、原案

に最も遠いものより議決する。 

 

第２８条 議決は賛成をとり、次に反対をとる。 

 

第９章 議 事 録 

第２９条 議事録は、議長から指名された議事録作成人により、議事に関し忠実に記載されなければなら

ない。 

 

第３０条 議事録は、会議開催後３週間以内に作成し、議長及び議事録署名人に呈示しなければならない。 

 

第３１条 議事録の呈示を受けた議長及び議事録署名人は、議事録に訂正箇所があれば指摘し、訂正を確

認後、署名捺印をする。 

ただし、理事長が出席できなかった場合は、理事・監事全員が署名押印しなければならない。また、

議事録はいかなる理由があろうとも内容を変更することはできず、あくまで事実の内容に対する誤文・誤

字の訂正にとどめる。 

 

第３２条 前条にて確認された議事録は、次回の会議で承認を受けなければならない。 

 

第３３条 会議を傍聴しようとする者は、本会の正会員にして、議長の許可を得なければならない。 

 

第３４条 傍聴者は、会議の開会中は討議に対し発言をしたり、賛否を表名したりして議事を妨害するよ

うな言動をしてはならない。 

ただし、議長が特別に指名し、発言を求めた場合はこの限りではない。 



 

第３５条 傍聴者が議事の進行を妨害するような場合には、議長はその者を退場させることができる。 

 

附 則 

 本細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の

登記の日から施行する。 

平成２４年１２月７日変更 



弘前JC特別会員規約 
 

第１条 本会は弘前ＪＣ特別会員会という。 

 

第２条 本会の事務所は公益社団法人弘前青年会議所事務局内に置く。 

 

第３条 本会は公益社団法人弘前青年会議所の特別会員をもって構成し、会員相互の親睦をはかると共に

公益社団法人弘前青年会議所の活動を後援することを目的とする。 

 

第４条 特別会員会入会にあたって、公益社団法人弘前青年会議所より事務委託費として10,000円を支払

う。 

 

附 則 

 本規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の

登記の日から施行する。 


