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一般財団法人東朋会 規約(改訂版) 

  

一般財団法人東朋会定款に基づき、本会の正しい、継続的な運営のために本規約を制定する。 

 

第１章 総則 

 (名 称) 

第１条 この会は 一般財団法人東朋会 と称し、英文名を Tohokai Foundation (英文略称

「ＴＯＦ」)とする。 

(事務所) 

第２条 この会は、主たる事務所を神奈川県高座郡寒川町宮山１０８８－２に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

(目的と事業) 

第３条 この会は、会員相互の親睦、生活向上と社会的活動を図る事を目的とする。 

    その目的に資するため次の事業を行う。 

   （１）会員相互の親睦、連絡に関する事業。 

   （２）共済やセーフティネット等、会員の生活向上に関する事業。 

（３）地域との連携や社会貢献活動等、社会的役割に関する活動。 

（４）文化・スポーツ・教養活動を通して、人生を楽しむ活動。 

（５）会員の出身労働組合との共催活動と連携・支援事業。 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 

 

第３章 会 員 

(会員の資格) 

第４条 東洋通信機株式会社、及び関連会社、又、エプソントヨコム株式会社、東洋無線シス

テム株式会社、ネッツエスアイ東洋株式会社の従業員として働いたことのある者及び

その家族がその会員資格を有する。 

２．その他理事会で認めた者。 

 

(入会・脱会) 

第５条 本会に入会又は脱会を希望する者は事務局に申し出るものとする。 

    会費の未納者は準会員として行事、活動への参加を制限することが出来る。 

    理事会は事情を考慮した上、脱会を認定することができる。 

 

第４章 財産及び会計 

(設立者の財産の拠出、価額及び基本財産) 

第６条 設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする 

    拠出財産及びその価額 現預金           １０,８５９万９６３円 
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                            出資証券 中央労金出資金   ６,０００万円 

               不動産  湘南クラブハウス ２４,５００万円(簿価) 

                    神奈川県 高座郡寒川町宮山１０８８－２ 

２．基本財産 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、前項に定め

た財産のうち、１，０００万円は基本財産とする。 

 

(資 産) 

第７条  この会の資産は次の通りとする。 

（１） 設立時の前条に記載の拠出財産。 

（２） この資産から生じる収入。 

（３） 会 費。 

（４） この法人の事業から生じる収入。 

（５） 寄付金及びその他の収入。 

 

(事業年度) 

第８条 この会の事業年度は、毎年８月１日に始まり翌年７月３１日に終わる。 

 

(事業計画及び収支予算) 

第９条  この法人の事業計画、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、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を 

経て評議員会の承認を受けなければならない。そして、第１０条の事業報告及び決 

算と共に総会にて報告をする事とする。これを変更する場合も、同様とする。 

 

(事業報告及び決算) 

第１０条  この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監 

     事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時評議員会の承認を受けなければな 

らない。そして、総会にて報告をする事とする。これを変更する場合も同様とする。 

 

第５章 会の機関会議 

(機関会議の種類) 

第１１条 本会に次の機関会議を置く。 

（１）総 会 

（２）代表者会議 

（３）評議員会 

（４）理事会 
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第１節 総会と代表者会議 

(総 会) 

第１２条 総会は年一回開催する事とし、理事長がこれを召集・開催する。 

     ただし、理事会や評議員の議決による要求がある場合は臨時総会を招集することが

できる。 

 

(総会の性格) 

第１３条 総会は、会員はすべて参加する資格があり、理事会・評議員会の決議事項の説明を

受け、意見を言うことができる。 

 

(総会の多数意見) 

第１４条 総会は会員の５分の１以上の出席で成立し、報告に対しての出席者の過半数の意見

は、その意見を各機関会議は尊重する事とする。 

 

(代表者会議) 

第１５条 代表者会議は理事長が召集し、東朋会と各地域の役員を含む会員最低３０名以上が

出席し、臨時に開催し、総会に代わることができる。 

     ただし、理事会や評議員の議決による要求がある場合は臨時に招集することができ

る。 

 

第２節 評議員と評議員会 

(評議員) 

第１６条 この会に評議員３名以上３０名以内を置く。 

 

(評議員の選任及び解任) 

第１７条 評議員の選任は、選挙管理委員会の答申に基づき、そして評議員の解任について、

それぞれ評議員会において行う。 

 

(任 期) 

第１８条 評議員の任期は、４年とする。又、重任をさまたげない。 

   ２．任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した

評議員の任期の満了する時までとする。 

   ３．評議員は第１６条に定めた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、なお評議員としての権利義

務を有する。 

 

(評議員に対する報酬等) 

第１９条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別
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途支払うことができる。 

 

(評議員会の構成) 

第２０条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

(権 限)  

第２１条 評議員会は、一般財団法人に関する法律(以下｢法人法｣という。)に規定する事項並

びにこの規定に定める事項に限り決議する。 

 

(開 催) 

第２２条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催し、臨時評議

員会は、必要に応じて開催する。 

 

(召 集) 

第２３条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が

召集する。 

   ２．評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評

議員会の招集を請求することができる。 

 

(評議員会の議長) 

第２４条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選定する。 

 

(評議員会の定足数) 

第２５条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

 

（決 議） 

第２６条 評議員会の決議は、法令又はこの規定に別段の定めがある場合を除き、決議につい

て特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を持

って行う。 

   ２．前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議

員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

     決議事項は総会にて報告しなくてはならない。 

     （１）理事・監事の解任 

     （２）定款の変更 

     （３）基本財産の処分又は除外の承認 

     （４）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、各候補者ごとに第２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２８条に定める定数
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を上回る場合には、過半数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。 

   ４．理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提

案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第２７条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２．出席した評議員の中から選任した議事録署名人２名は、前項の議事録に記名押印又

は署名する。 

 

第３節 役員と役員会 

(役員の設置) 

第２８条 この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 ３名以上１５名以内 

（２） 監事 ３名以内 

   ２．理事のうち１名を理事長とし、副理事長を２名、専務理事を１名、会計を１名、置

く事とする。 

 

(役員の選任) 

第２９条 理事及び監事は、選挙管理委員会の答申に基づき、評議員会の決議によって選任す

る。 

   ２．理事長、副理事長、専務、及び会計は選挙管理委員会の答申に基づき、理事会の決

議によって理事の中から選定する。 

 

(理事の職務及び権限) 

第３０条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの規定に定めるところにより職務を執行する。 

   ２．理事長は、法令及びこの規定で定めるところにより、この法人を代表し、その業務

を執行し、副理事長、専務理事および理事は、理事会において別に定めるところに

より、この法人の業務を分担執行する。 

   ３．理事長及び各理事は、毎事業年度に２ヶ月を超える間隔で６回以上、自己の職務の

執行状況を理事会に報告する。 

 

(監事の職務及び権限) 

第３１条 監事は、理事会に出席し、理事の職務の執行を監査し、法令の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、理事及び職員に対して、事業の報告を求め、この法人の業務及び

財産の状況を調査することができる。 
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（役員の任期） 

第３２条 理事・監事の任期は、２年とする。ただし、最終の定時評議委員会の終結の時まで

とする。 

   ２．補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと

する。 

   ３．理事又は監事は、第２８条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。 

 

(役員の解任) 

第３３条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す

ることができる。これを総会にて報告する。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪ええないとき。 

 

(選挙管理委員会) 

第３４条 評議員会は理事会の決議に基づき選挙管理委員会を設置し、選挙管理委員会が評議

員・理事・監事の選出時に、それぞれの候補者の選考を行い総会を始めとする各会

に答申する事を委任する事ができる。 

   ２．選挙管理委員は定員を若干名とし、その任期は２年とする。 

   ３．補欠選挙を行う場合も上項に準ずる。 

 

(顧 問) 

第３５条 理事会は必要と認めたとき、本会の顧問を委嘱することができる。委嘱したときは 

     評議員会及び総会に報告する事とする。 

   ２．顧問は会の運営上の問題について助言する。 

 

(報酬等) 

第３６条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める

報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 

   ２．理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることがで

きる。又、活動に参加した会員・参加者に対して、役員に準じて、その活動ために

要する費用の支払いをすることができる。 

 

(理事会の構成) 

第３７条 この会に理事会を置く。 

   ２．理事会は、すべての理事をもって構成する。 
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（理事会の職務） 

第３８条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この会の業務執行の決定。 

（２）各理事の職務の執行の監督。 

（３）理事長をはじめとする各担当理事の選定及び解職。 

     （４）顧問の委嘱 

 

(召 集) 

第３９条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを召集する。 

   ２．理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。 

 

(理事会の議長) 

第４０条 理事会の議長は、理事長はこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、副理事長

がこれに代わるものとする。 

 

(理事会の定足数) 

第４１条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。 

 

(決 議) 

第４２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。 

   ２．前項の規定にかかわらず、法人法第１７９条において準用する、書面の持ち回りや

電磁的方法で要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第４３条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２．出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 

 

第６章 事務局 

(事務局) 

第４４条 事務局は専務理事を責任者とし、職員や嘱託員、協力会員をもって日常業務を行う。 

 

（事務局の任務） 

第４５条 事務局は次の任務を行う。 

（１）事務局は会員名簿、各機関会議の議事録、事業・活動の記録を備え付け、必  

    要に応じて提出しなければならない 

（２） 会員の異動の手続きと理事会への報告。 

（３） 事務所並びに湘南クラブハウスの日常管理運営。 
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（４） 日常的な入出金処理と会計に関する書類の保管。 

（５） 担当理事及びその協力担当会員の事務作業・活動を支援する。 

（６） 各地域組織との連携・調整を行う。 

（７） 各労働組合との連携・支援のための日常活動と事務作業。 

（８） 対外的な組織・団体との窓口業務。 

（９） その他本会の運営業務のために必要な事務を行う。 

 

(担当部門・専門委員会・問題解決小委員会の設置) 

第４６条 理事会は本会の目的・事業の促進を図るために必要な担当部門、専門委員会・問題

解決小委員会を設けることができる。 

 

第７章 会 計 

(財 源) 

第４７条 本会は次の収入で運営する。 

（１）会 費 

（２）事業の会費収入 

（３）寄付金 

（４）基本財産及び運用資産からの運用収益(利子及び配当等) 

（５）その他の収入 

 

(会 費) 

第４８条 会費は年３０００円とし、家族会員は年１０００円とする。 

     （１）パート会員は年１０００円とする。 

     （２）満８５歳以上の会員は長寿会員として、無料とする。 

     （３）地域会の会費は各地域会ごとに決定し、地域会へ納入する。 

        地域会費のみの会員は準会員とし、総会参加や選挙権が制限される。 

     （４）未納会員の取り扱いは別途定める。 

     （５）会費は脱会その他の場合も払い戻しは行わない。 

 

(寄付金) 

第４９条 寄付金を受けた時は理事会の承認を必要とする。 

 

(運用収益) 

第５０条 運用収益は運用計画と運用結果と共に年２回、理事会に計り、承認を必要とする。 

 

(予算と決算) 

第５１条 会計は専務理事、の協力を得て、予算及び決算、を作成し、理事会の決議を受け、 

     評議員会の承認を受け、総会に報告をすることとする。 
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(補正予算) 

第５２条 緊急必要な時、理事会の検討承認を受け、補正予算を組む事ができる。但し、次期

の評議員会の承認を受け、総会に報告しなければならない。 

 

(会計の種類) 

第５３条 会計は一般会計と特別会計とに分ける。一般会計は会の日常活動の会計処理を行い、

特別会計は特定の事業を行うための会計で、理事会の決定によるものとする。 

     特別会計は他の目的に流用してはならない。 

 

(収益事業) 

第５４条 付随しての収益事業収入があるときは別会計とし、事業届け等税務処理を行うこと

とする。 

 

(会計の監査) 

第５５条 会計の監査は監事がこれにあたり、監査報告を作成、理事会、評議員会への決議を

経て、総会に報告する事とする。 

 

第８章 地域組織 

(地域組織) 

第５６条 事業所所在地を中心に地域別に会員組織を設置することができる。それぞれの自主

的運営とし、連携交流する。 

   ２．地域組織として、寒川ＯＢ会・京浜ＯＢ会・栗橋会を置き、財政支援を行う。 

 

第９章 出身労働組合と会社 

(労働組合との連携) 

第５７条 東洋通信機労働組合やその会社を継承した労働組合と連携支援関係を維持発展さ

せるために、連絡協議会を設ける。 

   ２．連絡協議会で退職者の紹介・入会支援・共催活動・相互理解活動を行う。 

 

第１０章 規約の変更及び解散等 

(定款の変更) 

第５８条 この規約は、評議員の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更することがで

きる。ただし総会にて報告しなければならない。 

   ２．この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 

 

(解 散) 

第５９条 この法人は、基本財産の減失によるこの会の目的である事業の成功の不能その他法

令で定められた事由によって解散する。 
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(残余財産の帰属) 

第６０条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、処分

をする。 

 

(剰余金) 

第６１条 この会は、剰余金の分配を行わない。 

 

第１１章 公告の方法 

(公告の方法) 

第６２条 この法人の公告は、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１２章 補 則 

(委 任) 

第６３条 この規約に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議

決により、理事長が別に定める。 

 

 

付  則 

１．この会の最初の事業年度は、この法人成立の日から２０１０年７月３１日までとする。 

２．この会の設立時の評議員・理事の任期は法人設立から１０月８日開催の評議委員会ま

でとする。 

３．この会の設立時の評議員は別紙１の通りとする。 

４．この法人の設立時の理事及び監事は別紙２の通りとする。 

 

以上、一般財団法人東朋会を運営するため、この規約を作成する。 

なお、この規約に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。 

 

２００９年１０月８日制定 

                           ２０１０年１０月１２日改訂 
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今回の改定条項 

第２回総会・第８回評議員会で議決・承認した条項 

第 ５条（入会・脱会）              

第 ６条（設立者の財産の拠出、価格及び基本財産） 

第１７条（評議員の選任及び解任）         

第２６条（決  議）                 

第２８条（役員の設置）              

第４５条（事務局の任務）             

第４８条（会  費）                

 


