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　（本会則の目的）

第１条 一般社団法人　Ａ.win eco 環境研究所（以下「本会」という）は、本会の定款に定める事項が

　　　円滑かつ公正に実施されることを目的として、本会則を定める。

（英文名称）

第２条 本会は、英文ではA.win eco Environment Office General Incorporated Associationと称

　　　し、その略称をAWINとし、アウィンと称する。

　（主たる事務所等）

第３条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区北浜三丁目５番１９号ﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ９階に置く。

　 ２ 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

　（本会の目的及び事業の実行）

第４条 当法人は、定款第３条記載の目的及び事業項目について、毎年度ごとに事業計画並びに

　　　予算を作成し、総会の承認を得てこれを実行する。

　（会員の種類）

第５条 当法人の会員は、次の３種とし、本会則では、特に記載の無い限り、幹事会員・普通会員及

　　　び名誉会員を合わせて「会員」と総称する。

（１） 幹事会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

（２） 普通会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

（３） 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦

された者

　（入会）

第６条 入会希望者は、本会の活動目的に賛同し、所定の申込方法により申込をし、本会の承認を

　　　得て会員となるものとする。

　（入会不承認）

第７条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本会は入会を承認しない場合がある。

（１） 入会申込時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合

（２） 過去に本会から資格を取り消されたことがある場合

（３） 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標榜

ゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又

はこれらに準じる者（（以下「反社会的勢力」という）である場合

（４） その他本会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

　（入会金及び会費）

第８条 幹事会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。

　 ２ 普通会員は、会費を納入しなければならない。

　 ３ 年会費の始期は４月１日とし、３月３１日までの１年間とする。

なお、初年度は入会日（理事会の承認がおりた日）より月割にて計算することとする。

　 ４ 年会費は本会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払

うものとする。（振込手数料は会員負担とする。）

第２章　　会　　　員



　 ５ 入会金及び会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 入会金　 200,000 円 （非課税）

（２） 年会費

（３） 　　幹事会員 240,000 円 （非課税）

　　普通会員 120,000 円 （非課税）

　 ６ 会員がすでに納入した会費については、

する。

　（分担金）

第９条 幹事会員の無電極電球メーカー及びメーカー販売代理店は入会金及び会費のほかに、本

　　　　会の事業を達成するための分担金を拠出しなければならない。

分担金の算出方法は無電極電球メーカーは月額２０，０００円メーカー販売代理店は月額

　　　　１０，０００円とする。

　 ２ すでに納入された分担金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものと

　　　　する。

　（事業収入等）

第１０条 事業収入等とは、入会金・会費及び分担金以外の収入を言う。

その内訳は、登録料、審査料、ラベル代金、書籍代金、その他物品等の頒布収入及びそ

　　　　の他の収入とする。

　 ２ すでに納入された事業収入等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないも

　　　　のとする。

（会員種別の変更）

第１１条 会員は、本会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

　（任意退会）

第１２条 会員は、本会所定の退会届を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１３条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名

　　　　することができる。

（１） 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの会則・本会の定款その他の

規則に違反したとき

（２） 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

（３） その他の除名すべき正当な事由があるとき

　 ２ 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければなら

　　　　ない。

　（会員資格の喪失）

第１４条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

　　　　する。

（１） 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき

（２） 総幹事会員が同意したとき

（３） 当該会員が死亡し、又は解散したとき

　（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

第１５条 会員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を



　　　　失い、義務を免れる。幹事会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、

　　　　未履行の義務は、これを免れることはできない。

　 ２ 当法人は、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。

 

　（種類）

第１６条 本会の会議は、定款に定める社員総会、理事会のほか、本会則に定める委員会とする。

　（議決）

第１７条 各会議の議事は、本会の定款及び法令に別途定めがない限り、出席者の過半数の議決

　　　　による。

　（委員会及び臨時委員会）

第１８条 本会に、目的及び事業達成のため、次の委員会を設ける。

（１） 空間照明委員会

（２） 防災対策委員会

（３） 各種教育プログラム委員会

（４） 会員管理情報発信委員会

　 ２ 目的及び業務の遂行上必要な場合には、理事会は、１年を超えない期間を限って臨時委員

　　　　会を設置することができる。ただし理事会は、期間を延長することができる。

　 ３ 委員会の委員長は、理事会において理事の中から（ただし、必要あるときは理事以外の者か

　　　　ら）選任し、委員長は理事会の承認により委員（若干名）をする。　　　　　　　

委員長及び委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

　 ４ 委員会及び臨時委員会の運営については、理事会において別に定める委員会運営要綱に

　　　　よる。

　（役員）

第１９条 役員については、定款に定める他、以下のとおりとする。

　 ２ 役員については、理事会で候補を推薦することができる。

　 ３ 金銭出納の公正かを担保するため、理事会において理事の中から会計担当１名を選任し、

　　　　金銭出納の決裁を行う。

会計担当は予め執行理事に委任することができる。

　 ４ 理事は、定款、本会則に定めのある場合、及び理事会の承認がある場合を除き、その職務を

　　　　他に委任することができない。

　 ５ 役員のうち、常勤役員である専務理事、常務理事の任用については、下記を原則とする。

（１） 専務理事 ６７歳以下

（２） 常務理事 ６５歳以下

（３） 前項及び前前項の年齢は社員総会時点での年齢とし、これを超えた場合は、理事任期が

残っている場合においても社員総会日に退任するものとする。
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　 ６ 役員は任期満了後であっても後任者が決定するまでの期間その職務をおこなわなければな

　　　　らない。

　（顧問及び参与）

第２０条 本会の運営に関する重要な事項について理事長の諮問にあたるため、本会に、顧問及び

　　　　参与をおくことができる。

　 ２ 顧問及び参与は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

　（役員・顧問・参与の報酬）

第２１条 報酬は社員総会で定められた金額内で理事会がこれを定める。

　 ２ 幹事の報酬は、社員総会で定められた金額内で、幹事全員の会議により定める。

　 ３ 報酬額は、理事会に報告され、その第１回目の支給額の記載された会計帳簿をもって記録

　　　　とする。

　（事務局の運営）

第２２条 事務局の運営に関する規則類は、別に定める事務局内部規則（以下「内規」という。）に基

　　　　づく。

　 ２ 内規は理事長の承認の下に専務理事が作成し、制定及び改廃に際しては理事会の承認

　　　　を得る。

　 ３ 内規の改正・追加等については理事長の承認の下に専務理事が案を作成し、理事会に報

　　　　告する。

　 ４ 内規は以下とする。

（１） 雇用関係

① 就業規則

② 再雇用規定

③ 賃金規則

（２） 会計関係

① 会計規程

② 稟議規程

（３） その他

① 国内出張等旅費規程

② 役員及び委員等旅費規程

③ 慶弔見舞金規程

（業務の委託）

第２３条 事務局の業務は、理事会の承認によってその一部を他に委託することができる。
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　（資産）

第２４条 本会の資産は次の収入による

（１） 入会金、会費

（２） 分担金

（３） 事業収入

（４） 寄付金

（５） その他の収入

（６） 資産より生ずる果実

　（資産の管理）

第２５条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法の基本原則は理事会によって定める。

　（経費）

第２６条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

　（会計年度）

第２７条 本会の事業会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。

　（暫定措置）

第２８条 本会則の定めにかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しない場合は、理事会の

　　　　承認により、予算が成立するまでの期間、前年度の予算に準じた収入及び支出を実行することが

　　　　できる。

　 ２ 前項の収入及び支出については、新たに成立した予算の収入及び支出と見なす。

第１条 本会則は一般社団法人　Ａ.win eco 環境研究所設立日から施行する。

第２条 本会則の改廃は、理事会の議決による。
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