
特定非営利活動法人 AKJ 環境総合研究所  

2018 年度第３回 理事会次第 
 

日時：2018 年 10 月 22 日（月）18:00-19:00  
場所：チサン M 第３名古屋 
 
１．開会 
２．理事長挨拶 
３．議長選出 
４．議事録署名人の確認 
５．議事 
＜審議事項＞  
 （１）第 1 号議案 30 年度事業計画      資料２ 
 （２）第２号議案 副理事長の選任について     資料３ 
＜その他＞ 
（１）その他 

６．閉会 
 
 
その他資料 
・2018 年度第１回理事会(2018 年 5 月 14 日)議事録案    資料１－１ 
・2018 年度定時総会(2018 年 5 月 14 日)議事録案     資料１－２ 
・2018 年度第２回理事会(2018 年 6 月 4 日)議事録案     資料１－３ 
・定款             
・11/3 ESD ワークショップちらし 
・9/24 政策立案ワークショップチラシ 



           資料１－１ 

 

特定非営利活動法人ＡＫＪ環境総合研究所            2018年5月14日 

2018年度 第 1回理事会議事録（案） 

 

１．開催年月日及び時刻  平成30年5月14日（月） １８時００分 ～１９時００分 
１．開催場所     愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）1004 会議室 
１．理事総数     ５名 
１．出席理事数    ５名（稲垣隆司，小林敬幸，九里徳泰、北村一正、後藤尚弘） 
１．出席監事名    なし 
１．審議事項     第1 号議案 29 年度事業報告・会計報告 

第2 号議案 30 年度事業計画・予算計画 
第3 号議案 役員の選任について 

１．議事の経過の概要及び議決の結果 

定款第３５条に従い，稲垣隆司理事長が議長に就任した。定款第３０条第２項に従い，議事録署名人に小林敬幸，後藤尚

弘を満場一致で選任し，直ちに議案の審議に入る。 
第1号議案 29年度事業進捗について 
資料に基づき、後藤理事より説明を行い、原案通り議決された。 

 
第2号議案 30年度事業計画・予算計画 
資料に基づき、後藤理事より説明を行い、原案通り議決された。 

 
第2号議案 役員の選任について 
資料に基づき、後藤理事より説明を行い、原案通り議決された。 

 

 以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。 

                   

 以上この議事録が正確であることを証します。 
  平成３０年 月 日 

特定非営利活動法人ＡＫＪ環境総合研究所 

             議  長             ㊞ 
 

             議事録署名人           ㊞ 
 

議事録署名人           ㊞ 





資料１－２ 

特定非営利活動法人ＡＫＪ環境総合研究所               2018年5月15日 

 

2018年度 定時総会議事録 

 
１．開催年月日及び時刻  2018年5月14日（月）19時00分～19時45分 
１．開催場所       ウィンク愛知 1004号室 
１．正会員数    正会員 ３４名 
１．出席会員     本人出席  名  委任状出席    名 
１．審議事項  第1号議案 2017年度事業報告・会計報告 
        第2号議案  2018年度事業計画・予算計画 

第3号議案 理事・監事の選任について 
１．議長選任の経緯 

定刻に至り司会者小林理事が開会を宣言し，本日の臨時総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

定款第26条に従い，議長に稲垣理事長を満場一致で選出した。定款第30条第2項に従い，議事録署名人に小林理事，後

藤理事を満場一致で選任した。 
１．議事の経過及び結果 

第1号議案 2017年度事業報告・会計報告 

議長は、理事長より本案について付議された旨を述べ、これを議場に諮ったところ全員異議なく、満場一致をもって承

認、可決した。 
第2号議案 2018年度事業計画・予算計画 

議長は、理事長より本案について付議された旨を述べ、これを議場に諮ったところ全員異議なく、満場一致をもって承

認、可決した。 
第3号議案 理事・監事の選任について 

議長は、理事・監事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ満場一致をもって、次のものが理事に選任さ

れ、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。 
理事 愛知県豊橋市菰口町五丁目40番地の2     稲垣隆司（重任） 
理事 愛知県一宮市大和町南高井字宮腰65番地     小林敬幸（重任） 
理事 愛知県岡崎市上里1丁目11番地26     北村一正（重任） 
理事 愛知県名古屋市千種区桐林町1丁目34番地の1 Ritz覚王山401号  後藤尚弘（重任） 
理事 神奈川県茅ケ崎市中海岸1丁目4番48号    九里徳泰（重任） 
監事 岐阜県羽島市小熊町東小熊3024番地     近藤元博（重任） 
監事 愛知県名古屋市東区葵3丁目24番地7 グランドメゾン千種607   窪田光宏（重任） 

１．閉会 

 以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。 

                           

 以上この議事録が正確であることを証します。 
 
  2018年5月15日 

特定非営利活動法人ＡＫＪ環境総合研究所 

 

             議  長             ㊞ 
 

             議事録署名人           ㊞ 
 

議事録署名人           ㊞ 



 
 

資料１－３ 

 

特定非営利活動法人ＡＫＪ環境総合研究所            2018年6月4日 

2018年度 第 2回理事会議事録（案） 

 

１．開催年月日及び時刻  平成30年6月4日（月）  
１．開催場所     メール審議 
１．理事総数     ５名 
１．出席理事数    ５名（稲垣隆司，小林敬幸，九里徳泰、北村一正、後藤尚弘） 
１．出席監事名    なし 
１．審議事項     第1 号議案 29 年度事業報告・会計報告 

第2 号議案 30 年度事業計画・予算計画 
第3 号議案 役員の選任について 

１．議事の経過の概要及び議決の結果 

定款第３５条に従い，稲垣隆司理事長が議長に就任した。定款第３０条第２項に従い，議事録署名人に小林敬幸，後藤尚

弘を満場一致で選任し，直ちに議案の審議に入る。 
第1号議案 理事長の選任について 
定款第１４条２に従い，理事の互選により稲垣隆司氏を理事長に選任した。 

 

                   

 以上この議事録が正確であることを証します。 
  平成３０年 月 日 

特定非営利活動法人ＡＫＪ環境総合研究所 

             議  長             ㊞ 
 

             議事録署名人           ㊞ 
 

議事録署名人           ㊞ 
 



                   資料２ 
第１号議案 平成 30年度事業進捗 

 
後藤尚弘 

 
 
１ ESD普及事業（ESDワークショップ） 
   11月 3日 ESDワークショップ inトヨタ車体 

詳細 別紙参照 

   担当 ESD分科会（後藤 北村 馬野 藏藤 村中 志水） 

   収入 ０ 

   支出 3,715（チラシ印刷） 4,825（チラシ郵送） 6,400（刈谷東高校昼食代 8名×800円） 

 
２ 環境産業観光研修事業 
   目的 環境観光事業立案のために、各地の現状について学習をする 

 実施未定 

 

３ 講演会 
  目的 学術，技術，環境情報などに関する最新情報を適時提供する 

  

４ 政策立案手法ワークショップ 
9月 22日 参加者 塾生 10名 OB1名 県庁 2名 名産研 2名 チューター1名 計 16名参加 

詳細 別紙参照 

担当 九里 

   収入 8,000（参加費） 

   支出 11,500（ウィンク愛知会議室） 

 

５ あいち環境塾フォローアップ事業 
開催日時： 11月 24日(土) 14時～17時 対象：あいち環境塾の塾在籍者、卒塾生、チューター 

担当 九里 

予算 収入 5千円（参加者から徴収） 支出１万円（会議室費）  

 
６ 渥美半島生態系保全事業 

たはらエコフェスタでのブース出展（7/22）４団体出展 

自然学習会バスツアーの開催「渡り鳥とグルメ」（9/29）41名参加 

フォーラムの開催（2018年 12月 14日） 

   担当 後藤 

   予算 80万円 あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業助成金 

 
７ 公的資金による事業立案相談 

会員より１件 

 



８ 会議の開催に関する事項 
（１）総会 
ア 通常総会 
（ア）開催日時及び場所 

平成 30年 5月 14日 19:00-20:00 ウィンクあいち 

（イ）議題 
①役員の選任について     

②平成 29年度事業報告及び決算報告について  

③平成 30年度事業計画及び活動予算について 

④その他 

（２）理事会 
５月 14日 2017年度事業報告 2018年度事業計画 

６月１日  理事長選任 

   10月 22日 2018年度事業進捗 

 
４ その他 
  （１）会費未納 2017 2018 野田峰憲 西岡英二 櫛田敏宏 望月晴夫 堀井俊宏 

          2018 石神勝博 

  （２）現塾生加入について 11月 17日環境塾最終日 

 

  



 

資料３ 
第２号議案 副理事長の選任について 

 
後藤尚弘 

 

 

 

案 

 
小林敬幸 
後藤尚弘 

 
以上 

 



特定非営利活動法人AKJ（あいち環境塾）環境総合研究所 定款 

 

第1章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人AKJ （あいち環境塾）環境総合研究所という。 

２ 但し、登記上の記載は、特定非営利活動法人AKJ環境総合研究所とする。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を愛知県一宮市大和町南高井字宮腰６５番地に置く。 

２ この法人は、前項のほか、従たる事務所を愛知県名古屋市千種区桐林町１丁目３４番地の１Ritz

覚王山４０１号に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、現状社会に対して、環境と経済の両立、持続可能な社会に関する事業を行い、国

内外の持続可能な成長に資するテクノロジーやマネージメント、コミュニケーションの「未来モデ

ル」を第一線の「現場」から追求・提案し、持続可能な社会の形成に貢献することを目的とする。 

 

（特定非嘗利活動の種類） 

第４条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1)社会教育の推進を図る活動 

(2)まちづくりの推進を図る活動 

(3)環境の保全を図る活動 

(4)国際協力の活動 

(5)情報化社会の発展を図る活動 

(6)科学技術の振興を図る活動 

(7)経済活動の活性化を図る活動 

(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

①行政、企業、機関、各種団体向け環境活動支援事業（国外含む） 

②環境教育・研修事業（国外含む） 

③環境活動に関する事務運営補助事業（国外含む） 

 

第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う。）上の社員とする。 



 
 

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2)利用会員 この法人が提供するサービスを利用する事ができる個人及び団体 

(3)一般会員 この法人の目的を達成する為に参加し援助する為に入会した個人及び団体 

(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む

ものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

の旨を通知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)退会届の提出をしたとき。 

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 

(4)削除名されたとき。 

 

（退会） 

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することがで

きる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)この定款等に違反したとき。 

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

(1)理事３人以上７人以内 



 
 

(2)監事１人以上２人以内 

２ 理事のうち、１人を理事長とし、１人以上の副理事長を置くことができる。 

 

（選任等） 

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超え

て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて

含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長又は理事は、理事長を補佐し、理事長に事故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って、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す

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)この法人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、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ

と。 

(4)前号の報告をするため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法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第16条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残

存期間とする。 

３ 役員は前２項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初

の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。 

 

（欠員補充） 

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな

ければならない。 

 



 
 
（解任） 

第18条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、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、その役員に対し、議決する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、職務の遂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としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酷を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総会 

（種別） 

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第23条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1)定款の変更 

(2)解散 

(3)合併 

(4)事業計画及び予算 

(5)事業報告及び決算 

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酷 

(7)入会金及び会費の額 

(8)借入金（その事業年度内の収益をもって憧還する短期借入金を除く。第49条において同じ。）

その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(9)その他運嘗に関する重要事項 

 

（開催） 

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。 



 
 

(1)理事が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2)正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。 

(3)第15条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第25条 総会は、第24条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内

に臨時総会を招集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、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく

とも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正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による。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社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、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったも

のとみなす。 

 

（表決権等） 

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面

若しくは電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適

用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな

い。 

 

（議事録） 

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)日時及び場所 



 
 

(2)正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合に

あっては、その数を付記すること。） 

(3)審議事項 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)議事録署名人の選任に関する事項 

 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員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ことに

より、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。 

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3)総会の決議があったものとみなされた日 

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第31条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1)総会に付議すべき事項 

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3)事業計画及び予算の変更 

(4)事務局の組織及び運営 

(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第33条 理事会は、次の各号のー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)理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の詰求があった

とき。 

(3)第15条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第34条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第33条第２号及び第３号の規定による藷求があったときは、その日から30日以内に理



 
 

事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、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、少な

くとも5日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第36条 理事会における議決事項は、第34条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数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によ

る。 

３ 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事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、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな

す。 

 

（表決権等） 

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面

又は電磁的方法により表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事

会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな

い。 

 

（議事録） 

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)日時及び場所 

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を

付記すること。） 

(3)審議事項 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、理事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ことによ

り、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記厳した議事録を作成しなけ

ればならない。 

(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 



 
 

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3)理事会の決議があったものとみなされた日 

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1)設立当初の財産目録に記載された資産 

(2)入会金及び会費 

(3)寄付金品 

(4)財産から生じる収益 

(5)事業に伴う収益 

(6)その他の収益 

 

（資産の管理） 

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならな

い。 

 

（暫定予算） 

第44条 前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事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第45条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更



 
 
正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

（事業年度） 

第48条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による

議決を経、かつ、法第25条第３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならな

い。 

 

（解散） 

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1)総会の決議 

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3)正会員の欠亡 

(4)合併 

(5)破産手続開始の決定 

(6)所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけ

ればならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第52条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産

は、法第11条第３項に掲げる者のうち、解散時の総会にて決議した者に譲渡するものとする。 

 

（合併） 

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、か



 
 
つ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲議して行う。 

 

第10章 雑則 

（細則） 

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長  稲垣隆司 

理事  小林敬幸 

同  後藤尚弘 

同  九里徳泰 

同  石神勝博 

監事  近藤元博 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第１項の規定にかかわらず、成立の白から2016年５月

３１日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ

によるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2015年３月３１日ま

でとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1)正会員  個人       ：入会金  5,000円 年会費  5,000円 

民間企業         ；入会金 30,000円 年会費 50,000円 

NPO法人等各種団体：入会金 10,000円 年会費  5,000円 

(2)利用会員 個人       ：入会金  5,000円 年会費  5,000円 

民間企業         ：入会金 30,000円 年会費 50,000円 

NPO法人等各種団体：入会金 10,000円 年会費  5.000円 

(3)一般会員  個人       ：入会金  5,000円 年会費  5,000円 

民間企業         ：入会金 30,000円 年会費 50,000円 

NPO法人等各種団体：入会金 10,000円 年会費  5.000円 

(4)賛助会員  個人       ：入会金      O円 年会費  3,000円 

民間企業         ：入会金      O円 年会費  10,000円 

NPO法人等各種団体：入会金      O円 年会費   5,000円 



 
 

 

附 則 

１ この定款は、2017年 3月 17日から施行する。 

  



 
 

これは当法人の現行定款に相違ありません。 

 

平成  年  月  日 

 

特定非営利活動法人 AKJ環境総合研究所 

 

理事 稲垣 隆司 ㊞ 

 

 



―申し込み⽅法―

⽇時︓2018年11⽉3⽇（⼟）
場所︓トヨタ⾞体 刈⾕ ふれ愛パーク（愛知県刈谷市東境町山畑31-3 ）
内容︓⾒て・聞いて⾃ら学ぼう ⾝近な⾃然を活⽤したワークショップ

午前の部 1０︓00〜12︓00
① ビオトープ⾒学（エコツアー）
② 外来種を考えるプログラム

（昼⾷︓各⾃持参⼜は希望者に弁当⼿配＜税込800円＞）
午後の部 13︓00〜15︓00

① 環境学習プログラムをつくるワークショップ
② プラモデル作り（⼜は遊具で遊ぶ、⾞作りのビデオ鑑賞 ）

募集⼈数︓ 20名程度（ご家族、お⼦様連れ歓迎）
参加費 ︓ 無料（昼⾷代及び集合場所までの交通費は､各⾃負担）
集合時間︓ 9︓30
集合場所︓ 名鉄本線 知⽴駅改札⼝ 集合（現地までバスで送迎）
＜ふれ愛パークに⾞での直接集合も可。駐⾞場あり。10:00に管理棟前に集合下さい＞

締切︓ 2018年10⽉31⽇（⽊） 17時まで

⽒名、年齢、住所、当⽇の連絡先、e-mail 現地への交通⼿段（バス送迎の希望有
無）、昼⾷（弁当の希望有無）を 明記の上、AKJ事務局 （mail@akj.or.jp）あてに
メールにてお申込み下さい

NPO法⼈AKJ環境総合研究所
201８年度 ESDワークショップ in トヨタ⾞体

トヨタ⾞体
刈⾕ ふれ愛パーク
地域の⾃然を復元し
環境学習の場として
多くの⽅々に⽣態系
の保全について学び、
その結果、⽣物の主流化に
貢献している。

ふれ愛パーク（プロムナード）



スケジュール

NPO法⼈AKJ環境総合研究所 ＥＳＤワークショップ活動の⽬的

午前の部

10︓00
〜

13︓00

午後の部

13︓00 
〜

15︓00

2014年愛知・名古屋で国連ユネスコの教育プログラム｢ESD＊の
10年｣の最終年会合が開催されました。ESDとは「持続可能な開発
のための教育」であり、持続可能な社会を⽀える担い⼿づくりの取
組みのことです。＊Education for Sustainable Development

NPO法⼈AKJ環境総合研究所は、ESDの趣旨に賛同し、ESDの普
及活動をしています。

愛知県内で活動している様々な⽅々と交流し、その活動と持続可
能な社会との関りについて議論し、共有し、教育プログラムを作成
します。私たちの活動が持続可能な社会を⽀える担い⼿作りに少し
でも役に⽴てれば幸いです。

AKJ環境総合研究所は、教育、研修事業と環境活動⽀援事業を通して、
「環境と経済の両⽴」から「持続可能な社会を形成」する道を作り上げるた
め、2014年7⽉にあいち環境塾の卒塾⽣、チューター、関係者によって設⽴
されたNPO法⼈です。

ビオトープに⽣息・⽣育している動植物を紹介しながら、ふれ愛パ
ークの⽣物多様性を感じ、⾃ら環境学習プログラムを考えて楽しみ
ながら⾃然の⼤切さを学びます。
⽣物多様性・⽣態系の保護(ビオトープ＆会議室）
①ビオトープ(エコツアー）の⽣物紹介（概要説明、現地⾒学）
②外来種を考えるプログラム

・アカミミガメの活動紹介
・カメすごろく(ボードゲーム）

昼⾷︓トヨタ⾞体株式会社 会議室
弁当を注⽂された⽅は、昼⾷代（税込800円）をご⽤意願います

環境学習プログラムをつくるワークショップ(管理棟2階)
①環境学習プログラムの提案

ふれ愛パークの資源を活⽤した環境学習プログラムをみんなで考
えます。ファシリテーターを募集します。
②プラモデル作り（⼜は外で遊具と遊ぶ、⾞作りのビデオ鑑賞）
③集合場所まで移動



AKJ(あいち環境塾）環境総合研究所 

「政策立案手法ワークショップ」 
のご案内 

 
開催日時： 9 月２２日(土) 13 時～16 時（途中休憩あり） 
会場：ウインクあいち １１０６室 

愛知県名古屋市東区上竪杉町１（名古屋駅前） 
対象：あいち環境塾の塾在籍者、名古屋産業科学研究所、愛知県関係者 
講師：九里徳泰(相模女子大学教授、AKJ 環境総合研究所理事) 
資料代：500 円 
 

AKJ 環境総合研究所は、あいち環境塾在籍者、卒塾生を中心に社会の持続的発展への 
貢献活動を行っています。 

 
内容：中間報告を経て、グループでの企画立案の不安を解消します。 

カリフォルニア大学バークレー校ゴールドマン公共政策大学院で開発された 
「政策立案手法」をワークショップ形式で行います。 

   ファシリテーターは 9 年間 10 回あいち環境塾でチューターを務め、富山市政策参与

として環境未来都市政策立案・推進、富山市第二次環境基本計画（１０年計画）の策

定を行った九里徳泰(相模女子大学学芸学部教授)です。 
 
１．ワークショップでは政策立案の８STEP を体験的に学びます。 
(1)問題を定義する、 
(2)証拠を集める、 
(3)政策オプションを組み立てる、 
(4)評価基準を選ぶ、 
(5)成果を予測する、 
(6)トレードオフに立ち向かう、 
(7)決断する、 
(8)ストーリーを語る 
 
２．まとめとして「スマートプラクティス」を検討し、脆弱性、実現可能を考える

ふりかえりを行う。 
 
申込：各グループで参加者をまとめていただき下記に連絡を頂くか、中間発表時に申し込み

を受け付けます。 
 

連絡先：AKJ 環境総合研究所 九里徳泰 e-mail:kunori@kunori.net 
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