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第１号議案 第１３期・2016年度事業報告について（※別紙参照） 

第２号議案 第１３期・2016年度収支決算について（※別紙参照） 

第３号議案 第１４期・2017年度事業計画について（※別紙参照） 

第４号議案 第１４期・2017年度収支予算について（※別紙参照） 

第５号議案 第１５期・2018 年度事業計画について（※別紙参照） 

第６号議案 第１５期・2018 年度収支予算について（※別紙参照） 

第７号議案 役員改選について 

【継続】理事 代表・岡直樹 代表・木村圭佑 

副代表・加藤歩人 常任・柏原佳奈 常任・中島圭介 

理事 廣瀬聡 山田玲子 大沢寛行 

監事 青木剛志 

【新任】理事 森隆志 横田孝子 浅田やよい 

石津由美 岩崎樹里 岩城佳苗 前川英麿 

●経営評議員 小島哲夫 佐竹賢治 安斎麻紀子 金子純 成瀬麦彦 

渡邉輝美 渡邊真央 

 



第１号議案 第１３期・2016年度事業報告について 

第２号議案 第１３期・2016年度収支決算について 

 

情報ステーション 第１３期・２０１６年度 事業報告 

０．概要と組織 

  

今期においても、われわれ情報ステーションが「そこに住む人々が、自分の街に対して誇りと愛着を

持ち、風土や歴史を元に、文化の創造と経済の自立を目指し続けること」と定義しているまちづくりに

資する事業に取り組み、多世代交流が自然と生まれる活動を広げてきました。 

 また、それらの活動を評価頂き、ふるさとづくり大賞では総務大臣賞を受賞しました。 

 

０-１．組織運営 

  

組織においては、幅広く活動の趣旨を伝え新たに１２名の正会員の方に参加頂きました。また、今期

は廣瀬聡、山田玲子、大沢寛行、加藤歩人の 4名の理事を新任し、多世代にわたる多様な価値観での意

思決定を行うと共に、理事会を公開し、開かれたガバナンスが行えるように努力しました。 

 

０-２．財務経理 

  

団体の活動を継続的・安定的に実現するために、部門および品目ごとの経理処理を徹底し、経営内容

の透明化に努めました。また、売掛金増加によるキャッシュフローの悪化に苦しみましたが、一つ一つ

丁寧に解決しました。 

 

０-２-１．助成金 

  

今までは、自立した活動を維持するために助成金やその他補助に頼らない運営を続けてきましたが、

１２年間の活動の実績が世間にどのように評価されるのかを計るため、またより広い活動を行うために、

資金調達担当の理事を置き、民間助成金への応募を積極的に行いました。 

 

・千葉県地域ぐるみ福祉振興基金より市民福祉活動助成を受領 

・コープみらいかがやき大賞、コープみらい地域かがやき賞受賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．民間図書館事業 

  

●実施日時：通年 

●実施場所：全国 86カ所の民間図書館 

●従事者数：各図書館の窓口ボランティアや単発ボランティアの参加者など約８００名（前期７５０名）  

●受益対象者の範囲及び人数：民間図書館の利用登録者利用者１２、４７０名（前期１１，７７２名） 

 

民間図書館事業では、市民の皆さんから寄付いただいた本をもとに、ボランティアが登録・整理・貸

出を行う、みんなでつくる図書館を開設し、地域の交流空間の創造というコンセプトに沿って、地域の

方とのつながりを増やし、またボランティアなどに関わってくれた方々の更なる活動への参加促進を目

指しました。その為に、図書館数をはじめ、ボランティア、寄贈本、本の貸出しなどを全体的に増やす

と共に、その実現のために日々の業務フローの確立に努めました。 

 

１-１．図書館運営部 
 

 民間図書館事業・図書館運営部は、ボランティアのみで運営する地域中核図書館のマネージメント、

民間図書館をつくりたいという方の依頼を受けて、老人ホームやマンションの共用スペースなどを有効

活用した協働館の本棚の管理、新規図書館の開設を担当しました。 

新規開設においては、過去に協働を行っている団体との事例をさらに広げるとともに、新たに連携で

きる団体等を増やすことに努めました。 

民間図書館は、西日本では沖縄まで延び計１５館の新規図書館を開設しました。高齢者福祉施設への

図書館導入においては、提携企業を増やすことができバリエーションの拡充に繋がりました。また、打

合せから開設まで数年かかるマンションデベロッパー案件を２館開設しました。 
 

【目標に対する実績】 

  

・ ボランティアを１０００名に増やす  

図書館ボランティア向けの説明会を定期的に行うことが出来ず目標に届きませんでしたが、 

夏休みなどの長期休暇で学生に、本の登録や整理で一日限りのボランティアの日で大勢 

参加して頂き約 800名になりました。 

・ ボランティアの参加率を３０％に増やす  

 ボランティアが窓口に入って貸し出しを行う地域中核店舗をセルフカウンター方式に変えたことに

より全体で約 10%の参加率となりました。システム上での把握が難しくなり課題となっています。 

・ 貸出冊数を３万冊に増やす 

上記セルフカウンター方式になれない利用者がシステムを通さずに本を借りるケースがやや見受

けられ約 25,000冊の貸出となりましたが、徐々にやり方に慣れていったように感じました。 

・ 新規協働事例の増やし方を検討しフロー化する   

→ 十分に検討を進められなかったので引き続き取り組みます。 

・ 新規協働事例を増やすための取り組みを進める  

→ 十分に検討を進められなかったので引き続き取り組みます。 

 ・図書館を延べ１００館に増やす → 沖縄など遠方も含めて延べ 86館となりました。 

 ・地域中核図書館の収益改善 → 収益化の取組自体は実施したが大幅な改善とはなりませんでした 



   船橋北口みらい図書館・・・会場提供の利用拡大と、自販機設置等の収入源開拓 

                                 → 自販機設置しました 

   ちばぎんざ図書館・・・会場提供の利用拡大、商店街事務受託の検討  

    会場提供の利用拡大は手がつけられませんでした。事務受託に関しては商店街にお願いをしに

行くところまで進めましたが、業務発注側の都合もあり実現までには至っていません。 

   袖ヶ浦団地まいぷれ図書館・・・ネーミングライツの契約見直し、商店街事務受託の検討 

    契約の見直しは引き続き行っています。事務受託に関しては検討できませんでした。 

 

１-２．蔵書管理部 
 

 民間図書館事業蔵書管理部は、本の寄贈の受付から登録・配架・移送・除籍・販売など蔵書流通のす

べてを担当しました。 

 現在、船橋北口みらい図書館、袖ヶ浦団地まいぷれ図書館、ちばぎんざ図書館、船橋本町通り街づく

り図書館の４つの地域中核図書館に分散している上記機能を、船橋市本町周辺に船橋蔵書基地を開設し

て集約を図り、より効率の良い管理を目指しましたが、物権の確保が出来ずに断念しました。 

 またこれに伴い、ボランティアＤＡＹの開催も少なくなってしまいましたが、多くのボランティアの

方が参加して下さり、加えて寄贈本も増加し、みんなで作る図書館は実現できたと感じています。 

 ボランティアＤＡＹを１９回開催し、延べ参加者９１名での蔵書登録・選書等が上記１５館開設の大

きな支えとなりました。 
 

【目標に対する実績】 

 

・ 寄贈本を２万冊に増やす 

色々な企業から多数本を寄付していただくなど目標の 2万冊には届きました。 

・ 船橋蔵書基地の設置  

物件の目処が立たず延期。体制を整えてしかるべきときに開設出来るようにしたいです。 

 ・ボランティアＤＡＹを８０回開催する → 事務局での開催が継続できず 19回となりました。 

・ Ａｍａｚｏｎ月額販売額２０万円の達成 

本の登録もボランティア DAYで行っていたので開催減に伴い最大７万円と減額。既に蔵書として

複数冊ある本を登録する際にシステムでAmazonの中古販売で値段がつくものに関しては自動で

ピックアップされる仕組みになっています。 

 
 
 

１-３．情報システム部 
 

 民間図書館事業情報システム部では、蔵書管理システム及び店頭端末、またこれらの通信ネットワー

ク、蔵書検索サイト「図書館生活」などの開発・管理とこれらが持つ情報管理すべてを担当しました。 
 

１-３-１．蔵書管理システム 
 

 管理用のバーコードシールを貼った本の貸出・返却処理を行う蔵書管理システムでは、窓口に入った

ボランティアのための蔵書管理アプリと図書館利用者が自分で本の貸出・返却処理を行えるセルフ貸出

しシステムの更なる改善を進めました。 



また、システムを導入していない図書館では紙の貸出票に記入してもらい管理しています。記入済みの

用紙の情報入力の補助機能を向上し、データの量と質を増やし、図書館の利用を促進する配架に活用し

ようとしました。 

 

【目標に対する実績】 

・ オフラインデータの入力 

データ入力は進行しているので、システムへ反映と蔵書最適システムでの活用の仕組みの設計を来

期以降行いたいです 

 ・新規開館図書館の蔵書選定（蔵書最適化システム）→ 取り組めず１４期にて改めて実施予定です。 

 

１-３-２．蔵書検索サイト「図書館生活」 
 

 民間図書館の蔵書をインターネット上でどこでも検索できるWEBサイト「図書館生活」では「図書

館をもっとたのしく便利に」の趣旨を実現するため、従来の蔵書検索機能の他に、図書館の情報発信機

能を強化しコンテンツを増やす事により、各図書館の楽しさ・魅力が多くの人に伝わるようなサイト作

りを検討しました。 
 

【目標に対する実績】 

 

・ 配架リクエストを２０００件に増やす  

提携図書館からの要望を受け職員が代わりに反映する事はある程度できましたが計１３３１件で

す。本来は利用者がそれぞれの図書館でできる機能なのでやり方の周知徹底をしたいです。 

 ・ボランティア向け機能の移管 → 進めることが出来なかったので来期こそ取り組みたいです。 

 ・各図書館ページのコンテンツ強化 → 取り組めず１４期にて改めて実施予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．イベントサポート事業 
 

●実施日時：通年 

●実施場所：各イベント会場など 

●従事者数：４８名（前期３０名） 

●受益対象者の範囲及び人数：主催者２５０名、参加者１５０，０００名（前期主催者２００名、参

加者１００，０００名） 

  

イベントサポート事業では、地域のおまつりやイベント等の広報や事務局運営のサポート、会場提供、

ボランティアによる開催当日の運営支援などを担当しました。 

 今期は各イベントの記録を徹底し数値化を進め、リソースの把握と活動の充実につなげることに努

めました。本事業に関しては例年開催しているお祭りなどのサポートを継続して実施した他にも、講師

を呼んでの講演会も開催しました。 

 

・船橋海老川親水市民まつり 

・船橋海老川・長津川福像巡りウォーキング 

・御菜浦・三番瀬ふなばし港まつり 

・船橋市本町通り「きらきら夢ひろば」春・秋 

・わくわく図書館って？～もっと本が好きになる～ 講師落合恵子さん 

・自然と人を紡ぐ船橋で生まれ育った小説家 森沢明夫講演会 

 

【目標に対する実績】 

 

・ 記録の徹底 → 実施済み 

日々の業務報告を 1ヶ月に 1度データでまとめる事ができるようになりました。ただ、記録数が

多くなってきたのでより簡易な記録方法を検討する必要があると感じました。 

・ 広報・事務局サポートの数値化 → 実施済み 

 参加者数、人時計算などどういった項目を記録すればいいか確立できたと感じています。 

・ ボランティアＤＡＹの開催 → 上記主要イベントなどの当日サポート含めて 9回開催 

・ 会場提供の拡大 →新規提供者も増えたが大幅な拡大とはならず。１４期にて改めて実施予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．生涯学習コミュニティ事業 

 

●実施日時：通年 

●実施場所：船橋北口みらい図書館 

●従事者数：６名（前期１０名） 

●受益対象者の範囲及び人数：開催４３回、講師２６名、参加者１８６名 

（前期講師７０名、参加者４２８名） 

 

 生涯学習コミュニティ事業では、だれでも参加、講師になれる市民大学として、船橋みらい大学の講

師ブッキングや当日の運営などを担当しました。全 43回開催し、民間図書館事業との連携により、講

義内容や関連資料のアーカイブ化に取り組みました。 

通常講座では、ＦＡＡＶＯ千葉の起案者に目標金額を達成するＰＲで講師をして頂き、無事プロジェ

クト達成の一助となりました。また、卒論・卒業制作で何をしたかを発表するシリーズを始めました。

絵本関連で１回の参加者が過去最高の３４名を達成した講座もありました。 
 

【目標に対する実績】 

 

 ・講座の充実 →  新シリーズの講座開設などで実施済みです。 

・講座内容のアーカイブ化 → 取り組めなかったので１４期で行いたいです 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．ソーシャルファイナンス事業 
 

●実施日時：通年 

●実施場所：千葉県全域 

●従事者数：３名（前期３名） 

●受益対象者の範囲及び人数：起案者３名（前期起案者２名） 
 

 地域経済の循環促進を目的とし、地域に特化したクラウドファンディングサイト「ＦＡＡＶＯ千葉」

の運営を引き続き行いました。前年度同様に一つ一つのプロジェクトにしっかりと取組み、公開前にブ

ラッシュアップする事で、着実に達成率を上げていきました。また、少額プロジェクトを増やし、日ご

ろ交流のある地域の団体に日常的に活用してもらえるサービスを目指しました。 

本年度はクラウドファンディングサイト FAAVO 千葉のプロジェクトを３つ達成しました。いずれ

も活動自体を広く知ってもらえた事により、将来の活動展開が広がりました。 

 

・落合恵子さんと「わくわくする図書館」を考えるフォーラム開催！ in 船橋  

58,000円（目標 50,000円） 

・【マンガ×民泊】気軽に使える至高のマンガ空間「マンガ別荘」プロジェクト  

600,000円（目標 600,000円） 

・南房総の価値を再発見！海の幸をみんなで育てよう！  

514,000円（目標 423,000円） 
 

【目標に対する実績】 

  

・達成率１００％の実現 → ３件すべて達成済みです 

 ・プロジェクト公開１０件 → １００％達成にこだわり案件を絞った結果３件公開です 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．その他の事業 
 

●実施日時：通年 

●実施場所：日本全域 

●従事者数：２０名（前期１０名） 

●受益対象者の範囲及び人数：会報誌郵送約１，５００名／１回（前期約１，０００名／月） 
 

先の４事業と団体主旨の普及啓発を主な目的とし、日常的な広報活動を行ってきました。 
 

５-１．会報誌 

１２期の方針として情報ステーションの活動を知ってもらうためにつながりを出来るだけ増やすと

いうものがありましたが、図書館活動に興味を持っていただいた方、ボランティアに来てくださった方、

本を寄付してくださった方等など、当団体に少しでも繋がりがある方には情報提供として会報誌をお届

けするとともに、名簿管理を徹底、ＮＰＯ会員の新規・更新の登録フローを確立しました。 

また、会報誌の部数を増やし、会員等への郵送以外に提携図書館やイベント等での配布も行い、広く

普及に努めました。またそれに伴い、コンテンツの強化に取り組み、従来の論考やアドボカシーだけで

なく、日ごろの活動が伝わり、ボランティアやイベントへの参加につながる紙面構成を目指そうとしま

した。 
 

【目標に対する実績】 
 

 ・会報誌の一般配布 → 直営の図書館や提携先の図書館等に配布。１４期も引き続き実施予定です。 

 ・会報誌印刷の外注化 → WEBの印刷屋に依頼する等実施済みです。 
 
 
 

５-２．視察・見学・講演 
 

 民間図書館の数が全国に増えると共に各メディアに取り上げていただく機会も多くなりました。その

おかげで近年増え続けている視察・見学等に対し、より充実した資料・情報の提供の必要性を感じてい

ます。今期でリクエストのあったデータ、質問事項などは次期以降の配布資料作成に反映します。また、

気軽に見学等ができるような導線を設定し、見学者の増加も目指しました。 

 千葉県内にとどまらず全国で約７の講演（ＴＲＣ・高崎経済大学・横芝光町・千葉大学・コープみら

いほか）、約１５件の視察（青森県総合社会教育センター・所沢市議会文教委員会・石川県立図書館ほ

か）、約２２のメディア等（月刊公民館・ＯＢＳ大分放送・ＵｒｂａｎＳｔｕｄｙ・読売新聞・朝日新

聞・毎日新聞・ＴＢＳラジオほか）からの取材に対応しました。 

 



１２期決算 １３期予算

1,430,960 2,000,000 1,131,960 １３期決算より個人法人を分けて記載
- - 910,000 2,041,960

1,161,701 1,000,000 384,951 384,951

0 6,000,000 400,000
570,000 1,000,000 237,500 637,500

8,881,736 12,000,000 10,143,297
456,717 1,000,000 1,197,082

1,281,000 500,000 246,000
197,250 500,000 85,800
198,400 1,000,000 230,763 11,902,942

22 0 1 1
14,177,786 25,000,000 14,967,354

給与 - 200,000 0
法定福利費 - 150,000 0
ボランティア活動費 2,184,512 3,000,000 1,945,000
福利厚生費 71,634 100,000 108,732 2,053,732

雑費 0 0 0
外注費 73,872 1,200,000 220,870
荷造運賃 210,847 350,000 331,173
広告宣伝費 47,080 50,000 82,200
旅費交通費 613,000 720,000 627,890
通信費 1,041,894 1,410,000 924,004
消耗品費 476,126 800,000 196,255
水道光熱費 728,359 720,000 688,231
新聞図書費 234,178 500,000 724,672
諸会費 0 0 0
支払手数料 2,302,884 2,040,000 1,999,527
車両費 1,246,304 1,320,000 1,473,275
地代家賃 2,856,000 3,000,000 2,949,000
リース料 534,240 550,000 534,240
図書館事業蔵書基地開設運営費 - 4,500,000 0
印刷消耗品費 166,492 300,000 309,243
支払利息 - - 250
租税公課 - - 182,624
予備費 - 2,000,000 0 11,243,454

12,787,422 22,910,000 13,297,186

福利厚生費 0 0 0
ボランティア活動費 0 0 0
役員報酬 720,000 1,200,000 720,000
法定福利費 94,330 330,000 308,848 1,028,848

外注費 0 0 0
交際費 46,185 100,000 22,268
荷造運賃 0 0 0
広告宣伝費 0 0 0
会議費 83,070 100,000 140,512
通信費 0 0 0
消耗品費 0 0 0
諸会費 241,000 300,000 235,440
支払手数料 0 0 0
租税公課 4,050 10,000 1,600
印刷消耗品費 0 0 0 399,820

1,188,635 2,040,000 1,428,668
13,976,057 24,950,000 14,725,854

201,729 50,000 241,500
0 0 0

0 0 0
201,729 50,000 241,500
50,000 50,000 50,000

151,729 0 191,500
(13,648,128) (13,496,399) (13,496,399)
(13,496,399) (13,496,399) (13,304,899)

（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

科目
金額（単位：円）

１３期決算
Ⅰ　経常収益

1　受取会費

正会員受取会費（法人）

２　受取寄附金

受取寄附金

３　受取助成金等

民間助成金

地方公共団体補助金

４　事業収益

民間図書館に関する事業収益

イベントサポートに関する事業収益

生涯学習コミュニティに関する事業収益

ソーシャルファイナンスに関する事業収益

その他、この法人の目的を達成するのに必要な事業収益

５　その他収益

受取利息

経常収益計

Ⅱ　経常費用

１　事業費

（１)人件費

（２）その他経費

事業費計

２　管理費

（１)人件費

前期繰越正味財産額

（２）その他経費

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

Ⅲ　経常外収益

次期繰越正味財産額

正会員受取会費（個人）

備考

２０１６年度　活動計算書　（第１３期）
２０１６年９月１日から２０１７年８月３１日まで

ＮＰＯ法人 情報ステーション

Ⅳ　経常外費用

税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額



１２期決算

現金預金 423,009 249,516

未収金 985,110 1,421,468

1,408,119 1,670,984

敷金 735,000 735,000

735,000 735,000

2,143,119 2,405,984

短期借入金 15,500,000 15,200,000

未払い費用 93,000 460,245

預り金 46,518 50,638

15,639,518 15,710,883

0 0

15,639,518 15,710,883

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産 (13,648,128) (13,496,399)

当期正味財産増減額 151729 191,500

正味財産合計 (13,496,399) (13,304,899)

2,143,119 2,405,984

（法第２８条第１項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

２０１６年度　貸借対照表　（第１３期）

2017年8月31日　現在

ＮＰＯ法人 情報ステーション

科目
金額（単位：円）

１３期決算

Ⅰ　資産の部

1　流動資産

流動資産合計

2　固定資産

投資その他の資産

固定資産合計

負債合計

負債及び正味財産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

1　流動負債

流動負債合計

2　固定負債

固定負債合計



手元現金 173,519

ゆうちょ銀行普通預金 0

ゆうちょ銀行　郵便振替口座 0

千葉銀行　普通預金 75,994

三菱東京UＦＪ銀行　普通預金 3

民間図書館事業他未収金 1,421,468

1,670,984

敷金 735,000

735,000

2,405,984

理事借入金　岡直樹 14,500,000

借入金　成瀬麦彦 400,000

借入金　金子純 200,000

借入金　須藤美有 100,000

460,245

50,638

15,710,883

0 0

15,710,883

(13,304,899)

（法第２８条第１項「前事業年度の財産目録」）

２０１６年度　財産目録　（第１３期）

2017年8月31日　現在

ＮＰＯ法人 情報ステーション

科目 金額（単位：円）

Ⅰ　資産の部

1　流動資産

現金預金

未収金

流動資産合計

2　固定資産

投資その他の資産

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

1　流動負債

短期借入金

正味財産

未払い費用

預り金

流動負債合計

2　固定負債

固定負債合計

負債合計



第３号議案 第１４期・2017 年度事業計画について 

第４号議案 第１４期・2017 年度収支予算について 

 

情報ステーション 第１４期・２０１７年度 事業計画（案） 

０．概要と組織 
 

 「そこに住む人々が、自分の街に対して誇りと愛着を持ち、風土や歴史を元に、文化の創造と経済の

自立を目指し続けること」と定義したまちづくりに資する事業に取り組み、多世代交流が自然と生まれ

る活動を広げてまいります。 

 

０-１．組織 

 幅広く活動の趣旨を伝え正会員の増強に取り組むと共に、約３分の１の理事を新任し、開かれたガバ

ナンスを目指します。 

 

 

【会議体】 

会議名 参加者 頻度 

総会 正会員、理事、監事 年１回 

理事会 理事、監事 月１回 

評議会 評議員、代表理事、副代表理事、常任理事 年１回程度 

事務局会議 事務局長、運営スタッフ 週１回 

 

【事業ごとの従事者】 

0.組織・財務 ３名 ◎岡直樹、木村圭佑、廣瀬聡 

1.民間図書館事業 

1-1.図書館運営部 ６名 ◎成瀬麦彦、木村圭佑、山田玲子、柏原佳奈、中島圭介、渡辺真央 

1-2.蔵書管理部 ６名 ◎常駐スタッフ、成瀬麦彦、鈴木千夏、須藤美有、中島圭介、廣瀬聡 

1-3.情報システム部 ３名 ◎金子純、木村圭佑、加藤歩人 

2.イベントサポート事業 ２名 ◎成瀬麦彦、大澤寛行 

3.生涯学習コミュニティ事業 ２名 ◎成瀬麦彦、廣瀬聡 

4.ソーシャルファイナンス事業 ２名 ◎木村圭佑、渡邉輝美 

5.その他の事業 2 名 ◎岡直樹、木村圭佑 



０-２．財務 

 継続的・安定的に理念を実現するために、予実管理を行います。 

 

０-２-１．助成金 

 より広い活動を行うために、公募されている助成金への応募を行います。 
 

・ 年間 240万円の助成金獲得 

・ 助成金審査結果に対する検証 

 

０-２-２．売掛金管理 

 売掛金を管理し、キャッシュフローの改善を行います。 
 

・ 発行から３ヶ月以上経過した売掛金の精査 
 

１．民間図書館事業 
 

 民間図書館事業では、地域の交流空間というコンセプトを実現するため、地域の方とのつながりを増

やし、またボランティアなどに関わってくれる方々の更なる活動への参加促進を目指します。 

その為に、図書館数をはじめ、ボランティア、寄贈本、利用者などを全体的に増やすと共に、その実

現のために日々の業務フローを確立させます。 
 

１-１．図書館運営部 
 

 民間図書館事業図書館運営部は、ボランティアのみで運営する既存館のマネージメント、既存協働館

の本棚の管理、新規図書館の開設を担当します。 

新規開設においては、過去に協働を行っている団体との事例をさらに広げるとともに、新たに連携で

きる団体等を増やすことに努めます。 

 

 ・図書館を延べ１２０館に増やす 

 ・既存協働館の本棚の管理専任職員の採用 【１Ｑ、２Q】 

 ・新規協働先の営業手法を検討しフロー化 【１Ｑ】 

 ・新規協働先の営業手法を適用した営業を行う 【２Ｑ】 
 

１-２．蔵書管理部 
 

 民間図書館事業蔵書管理部は、本の寄贈から登録・配架・移送・除籍・販売など蔵書流通のすべてを

担当します。 

 蔵書管理専門の職員を採用し、本の流通サイクルを常に動かせるようにします。 

 またこの過程においては、ボランティアＤＡＹの開催スキームを確立し、より多くのボランティア参

加を促すとともに、寄贈本増加による支援者拡大に取り組み、みんなで作る図書館を体現します。 
 

・ 蔵書管理専任職員の採用【１Q】 

・ 店頭販売スキームの検討【１Q、２Q】 

・ 店頭販売のトライアル開始【３Q、４Q】 

・ 寄贈本を年間４万冊受入 

・ ボランティアＤＡＹを週２回ペースで開催 



・ Ａｍａｚｏｎ月額販売額２０万円の達成 

・ 古本市を年間 6回開催 

・ 蔵書センター開設の検討 
 

１-３．情報システム部 
 

 民間図書館事業情報システム部では、蔵書管理システム及び店頭端末、またこれらの通信ネットワー

ク、蔵書検索サイト「図書館生活」などの開発・管理とこれらが持つ情報管理すべてを担当します。 
 
 

１-３-１．蔵書管理システム 
 

 蔵書管理システムでは、ボランティア用アプリとセルフ貸出しシステムの更なる改善を進めます。 

また、各種データ入力の補助機能を向上し、データの量と質を増やし、図書館の利用を促進する配架に

活用します。 
 

・ ハンディスキャナ対応の設計・実装【１Q、２Q】 

・ オフラインデータの反映方法の設計【1Ｑ】 

・ オフラインデータの反映【２Ｑ】 

・ 新規開館図書館の蔵書選定（蔵書最適化）システムの設計【３Q】 

・ 新規開館図書館の蔵書選定（蔵書最適化）システムのプロトタイプ実装【４Q】 
 

１-３-２．蔵書検索サイト「図書館生活」 
 

 図書館生活では「図書館をもっとたのしく便利に」の趣旨を実現するため、従来の蔵書検索機能の他

に、図書館の情報発信機能を強化しコンテンツを増やす事により、各図書館の楽しさ・魅力が多くの人

に伝わるようなサイト作りを目指します。 
 

・ ボランティア向け機能の移管【１Ｑ】 

・ オンライン会員登録の稼働【２Q】 

・ ブックレビュー機能の実装【４Q】 

・ 各図書館ページのコンテンツ強化 

 

２．イベントサポート事業 
 

 イベントサポート事業では、地域のおまつりやイベント等の広報や事務局サポート、会場提供、ボラ

ンティアによる開催当日の運営支援などを担当します。 

 

・ サポートイベントの記録方法のフロー化【１Ｑ】 

・ 会場提供拡大方法の検討 
 

３．生涯学習コミュニティ事業 
 

 生涯学習コミュニティ事業では、みらい大学の講師ブッキングや当日の運営などを担当します。民間

図書館事業との連携により、講義内容や関連資料のアーカイブ化に取り組みます。 

 

・ 講演のアーカイブ化の検討 



 

４．ソーシャルファイナンス事業 
 

 地域経済の循環促進を目的とし、地域に特化したクラウドファンディングサイト「ＦＡＡＶＯ千葉」

の運営を引き続き行います。 
 

・ 運営パートナーの誘致【１Q】 

・ 運営パートナー提携料無料キャンペーンの実施【１Q】 

・ 民間図書館新規開設のプロジェクトのフロー化【２Q】 

・ 運営パートナーサポート体制の検討 

 
 

５．その他の事業 
 

先の４事業と団体主旨の普及啓発を目的とし、日常的な広報活動を行います。 

 

５-１．会報誌 
 

 毎月発行する会報誌の部数を増やし、会員等への郵送以外に図書館やイベント等での配布を行います。

またそれに伴い、コンテンツの強化に取り組み、従来の論考やアドボカシーだけでなく、日ごろの活動

が伝わり、ボランティアやイベントへの参加につながる紙面構成を目指します。 
 

・ 会報誌自体のあり方の検討【１Ｑ】 

・ 発行フローの整理【２Ｑ】 
 

５-２．視察・見学・講演 
 

 近年増え続けている視察・見学等に対し、より充実した資料・情報の提供を行います。また、気軽に

見学等ができるような導線を設定し、見学者の増加を目指します。 

 

・ 説明資料セットの作成【１Q、２Q】 

 

５-3．コーポレートサイト 
 

 あらゆる関係性を良くするために様々な情報を広く報じます。第三者目線から情報を整理してもらい、

整理された情報を元に広報物を作成していきます。 

 

・ ホームページリニューアルのための情報整理【２Q】 

・ ホームページのリニューアル【3Q】 

 



１３期予算 １３期決算

2,000,000 1,131,960 1,440,000 個人会員を９４名から１２０名に
- 910,000 1,200,000 2,640,000 法人会員を７社から１０社に

1,000,000 384,951 360,000 360,000

6,000,000 400,000 2,400,000
1,000,000 237,500 0 2,400,000

12,000,000 10,143,297 15,000,000 図書館を３４館新設し延べ１２０館に
1,000,000 1,197,082 1,100,000

500,000 246,000 100,000 ２０名参加の講座を５回
500,000 85,800 1,200,000

1,000,000 230,763 200,000 17,600,000

0 1 0 0

25,000,000 14,967,354 23,000,000

給与 200,000 0 1,660,800 非常勤３名
法定福利費 150,000 0 138,000 正規職員１名分
ボランティア活動費 3,000,000 1,945,000 1,730,000 図書館ボランティアなど
福利厚生費 100,000 108,732 120,000 3,648,800 お茶・懇親会等

外注費 1,200,000 220,870 250,000 イベントサポート発送代行など
荷造運賃 350,000 331,173 550,000 本の運搬費
広告宣伝費 50,000 82,200 130,000 広告・活動報告会など
旅費交通費 720,000 627,890 890,000 駐車料金・公共交通・高速料金など
通信費 1,410,000 924,004 875,000 会報郵送費・電話・ネット代など
消耗品費 800,000 196,255 460,000 PC備品・文具・書棚など
水道光熱費 720,000 688,231 710,000 船橋北口・袖ケ浦・ちばぎんざ・本町分
新聞図書費 500,000 724,672 300,000 蔵書購入費
支払手数料 2,040,000 1,999,527 2,500,000 CFライセンス・銀行手数料など
車両費 1,320,000 1,473,275 1,900,000 自動車使用費・ガソリン代・点検整備費など

地代家賃 3,000,000 2,949,000 4,721,000 船橋北口・袖ケ浦・ちばぎんざ・本町分
リース料 550,000 534,240 423,900 コピー機２台分
図書館事業蔵書基地開設運営費 4,500,000 0 0
印刷消耗品費 300,000 309,243 335,000 カウンター料金・封筒・用紙・印刷代など
支払利息 - 250 240,000 長期借入金
租税公課 - 182,624 100,000 自動車税など
予備費 2,000,000 0 400,300 14,785,200

22,910,000 13,297,186 18,434,000

役員報酬 1,200,000 720,000 1,800,000 ３名分
法定福利費 330,000 308,848 276,000 2,076,000 ２名分

交際費 100,000 22,268 100,000 慶弔お土産代
会議費 100,000 140,512 510,000 お茶・理事会交通費など
諸会費 300,000 235,440 370,000 所属団体会費・参加費など
租税公課 10,000 1,600 10,000 990,000

2,040,000 1,428,668 3,066,000
24,950,000 14,725,854 21,500,000

50,000 241,500 1,500,000

0 0 0

0 0 0

50,000 241,500 1,500,000
50,000 50,000 150,000

0 191,500 1,350,000
(13,496,399) (13,496,399) (13,304,899)

(13,496,399) (13,304,899) (11,954,899)

（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

２０１７年度　活動予算書　（第１４期）
２０１７年９月１日から２０１８年８月３１日まで

ＮＰＯ法人 情報ステーション

科目
金額（単位：円）

備考
１４期予算

Ⅰ　経常収益

1　受取会費

正会員受取会費（個人）

正会員受取会費（法人）

２　受取寄附金

受取寄附金

３　受取助成金等

民間助成金

地方公共団体補助金

４　事業収益

民間図書館に関する事業収益

イベントサポートに関する事業収益

生涯学習コミュニティに関する事業収益

ソーシャルファイナンスに関する事業収益

その他、この法人の目的を達成するのに必要な事業収益

５　その他収益

受取利息

経常収益計

Ⅱ　経常費用

１　事業費

（１)人件費

（２）その他経費

事業費計

２　管理費

（１)人件費

（２）その他経費

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

Ⅲ　経常外収益

Ⅳ　経常外費用

税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額



第５号議案 第１５期・2018 年度事業計画について 

第６号議案 第１５期・2018 年度収支予算について 

 

情報ステーション 第１５期・２０１８年度 事業計画（案） 

０．概要と組織 
 

 「そこに住む人々が、自分の街に対して誇りと愛着を持ち、風土や歴史を元に、文化の創造と経済の

自立を目指し続けること」と定義したまちづくりに資する事業に取り組み、多世代交流が自然と生まれ

る活動を広げてまいります。 

 

０-１．組織 

 幅広く活動の趣旨を伝え正会員の増強に取り組むと共に、約３分の１の理事を新任し、開かれたガバ

ナンスを目指します。 

 

【組織図】 

 

 

【会議体】 

会議名 参加者 頻度 

総会 正会員、理事、監事 年１回 

理事会 理事、監事 月１回 

評議会 評議員、代表理事、副代表理事、常任理事 年１回程度 

事務局会議 事務局長、運営スタッフ 週１回 

 
 



０-２．財務 

 継続的・安定的に理念を実現するために、予実管理を行います。 

 

０-２-１．助成金 

 より広い活動を行うために、公募されている助成金への応募を行います。 
 

・ 年間３４０万円の助成金獲得 

・ 効率的な助成金申請の実施 

 

０-２-２．売掛金管理 

 売掛金を管理し、キャッシュフローの改善を行います。 
 

・ 発行から３ヶ月以上経過した売掛金の精査 
 

１．民間図書館事業 
 

 民間図書館事業では、地域の交流空間というコンセプトを実現するため、地域の方とのつながりを増

やし、またボランティアなどに関わってくれる方々の更なる活動への参加促進を目指します。 

その為に、図書館数をはじめ、ボランティア、寄贈本、利用者などを全体的に増やすと共に、その実

現のために日々の業務フローを確立させます。 
 

１-１．図書館運営部 
 

 民間図書館事業図書館運営部は、ボランティアのみで運営する既存館のマネージメント、既存協働館

の本棚の管理、新規図書館の開設を担当します。 

 

 ・新規協働先のバリエーション増加方法の検討 

 ・図書館を延べ１5０館に増やす 
 

１-２．蔵書管理部 
 

 民間図書館事業蔵書管理部は、本の寄贈から登録・配架・移送・除籍・販売など蔵書流通のすべてを

担当します。 

 蔵書管理専門の職員を採用し、本の流通サイクルを常に動かせるようにします。 

 またこの過程においては、ボランティアＤＡＹの開催スキームを確立し、より多くのボランティア参

加を促すとともに、寄贈本増加による支援者拡大に取り組み、みんなで作る図書館を体現します。 
 

・ 蔵書センターの開設 

・ 寄贈本を年間４万冊受入 

・ ボランティアＤＡＹを週３回ペースで開催 

・ Ａｍａｚｏｎ月額販売額３０万円の達成 

・ 古本市を年間１２回開催 

・ 提携先の検討 

 

１-３．情報システム部 
 



 民間図書館事業情報システム部では、蔵書管理システム及び店頭端末、またこれらの通信ネットワー

ク、蔵書検索サイト「図書館生活」などの開発・管理とこれらが持つ情報管理すべてを担当します。 
 
 

１-３-１．蔵書管理システム 
 

 蔵書管理システムでは、ボランティア用アプリとセルフ貸出しシステムの更なる改善を進めます。 

また、各種データ入力の補助機能を向上し、データの量と質を増やし、図書館の利用を促進する配架に

活用します。 
 

・ ポイント制度の検討 

・ システムリニューアルの検討 

 
 

１-３-２．蔵書検索サイト「図書館生活」 
 

 図書館生活では「図書館をもっとたのしく便利に」の趣旨を実現するため、従来の蔵書検索機能の他

に、図書館の情報発信機能を強化しコンテンツを増やす事により、各図書館の楽しさ・魅力が多くの人

に伝わるようなサイト作りを目指します。 
 

・ 各種レポート機能の強化 
 

２．イベントサポート事業 
 

 イベントサポート事業では、地域のおまつりやイベント等の広報や事務局サポート、会場提供、ボラ

ンティアによる開催当日の運営支援などを担当します。 

 

・ 会場提供拡大への取り組み 
 

３．生涯学習コミュニティ事業 
 

 生涯学習コミュニティ事業では、みらい大学の講師ブッキングや当日の運営などを担当します。毎月

一定回数の開催を継続しながら、民間図書館事業との連携により、講義内容や関連資料のアーカイブ化

に取り組みます。 

 

・ 講演のアーカイブ化の実施 

 

４．ソーシャルファイナンス事業 
 

 地域経済の循環促進を目的とし、地域に特化したクラウドファンディングサイト「ＦＡＡＶＯ千葉」

の運営を引き続き行います。 
 

・ 年間４０プロジェクトの公開 

 

５．その他の事業 
 

先の４事業と団体主旨の普及啓発を目的とし、日常的な広報活動を行います。 

 



５-１．会報誌 
 

 毎月発行する会報誌の部数を増やし、会員等への郵送以外に図書館やイベント等での配布を行います。

またそれに伴い、コンテンツの強化に取り組み、従来の論考やアドボカシーだけでなく、日ごろの活動

が伝わり、ボランティアやイベントへの参加につながる紙面構成を目指します。 
 

・ 会報誌の閲覧者の増加 

 

５-２．視察・見学・講演 
 

 近年増え続けている視察・見学等に対し、より充実した資料・情報の提供を行います。また、気軽に

見学等ができるような導線を設定し、見学者の増加を目指します。 

 

・ 説明資料セットの作成 

 

５-3．広報 
 

 あらゆる関係性を良くするために様々な情報を広く報じます。第三者目線から情報を整理してもらい、

整理された情報を元に広報物を作成していきます。 

 

・ 正会員のオンライン入会の実施 

 



１３期決算 １４期予算

1,131,960 1,440,000 1,800,000 個人会員を１２０名から１５０名に
910,000 1,200,000 1,800,000 3,600,000 法人会員を１０社から１５社に

384,951 360,000 500,000 500,000

400,000 2,400,000 3,200,000
237,500 0 0 3,200,000

10,143,297 15,000,000 18,000,000 図書館を３４館新設し延べ１２０館に
1,197,082 1,100,000 1,200,000

246,000 100,000 1,000,000 ２０名参加の講座を５回
85,800 1,200,000 2,000,000

230,763 200,000 500,000 22,700,000

1 0 0 0

14,967,354 23,000,000 30,000,000

給与 0 1,660,800 4,000,000 常勤１名・非常勤３名
法定福利費 0 138,000 300,000 正規職員２名分
ボランティア活動費 1,945,000 1,730,000 1,000,000 図書館ボランティアなど
福利厚生費 108,732 120,000 120,000 5,420,000 お茶・懇親会等

外注費 220,870 250,000 300,000 イベントサポート発送代行など
荷造運賃 331,173 550,000 700,000 本の運搬費
広告宣伝費 82,200 130,000 200,000 広告・活動報告会など
旅費交通費 627,890 890,000 1,000,000 駐車料金・公共交通・高速料金など
通信費 924,004 875,000 1,000,000 会報郵送費・電話・ネット代など
消耗品費 196,255 460,000 500,000 PC備品・文具・書棚など
水道光熱費 688,231 710,000 1,000,000 船橋北口・袖ケ浦・ちばぎんざ・本町分
新聞図書費 724,672 300,000 500,000 蔵書購入費
支払手数料 1,999,527 2,500,000 2,800,000 CFライセンス・銀行手数料など
車両費 1,473,275 1,900,000 2,000,000 自動車使用費・ガソリン代・点検整備費など

地代家賃 2,949,000 4,721,000 4,800,000 船橋北口・袖ケ浦・ちばぎんざ・本町分
リース料 534,240 423,900 450,000 コピー機２台分
図書館事業蔵書基地開設運営費 0 0 5,000,000
印刷消耗品費 309,243 335,000 800,000 カウンター料金・封筒・用紙・印刷代など
支払利息 250 240,000 240,000 長期借入金
租税公課 182,624 100,000 100,000 自動車税など
予備費 0 400,300 54,000 21,444,000

13,297,186 18,434,000 26,864,000

役員報酬 720,000 1,800,000 1,800,000 ３名分
法定福利費 308,848 276,000 276,000 2,076,000 ２名分

交際費 22,268 100,000 100,000 慶弔お土産代
会議費 140,512 510,000 510,000 お茶・理事会交通費など
諸会費 235,440 370,000 370,000 所属団体会費・参加費など
租税公課 1,600 10,000 10,000 990,000

1,428,668 3,066,000 3,066,000
14,725,854 21,500,000 29,930,000

241,500 1,500,000 70,000

0 0 0

0 0 0

241,500 1,500,000 70,000
50,000 150,000 70,000

191,500 1,350,000 0
(13,496,399) (13,304,899) (11,954,899)

(13,304,899) (11,954,899) (11,954,899)

（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

２０１８年度　活動予算書　（第１５期）
２０１８年９月１日から２０１９年８月３１日まで

ＮＰＯ法人 情報ステーション

科目
金額（単位：円）

備考
１５期予算

Ⅰ　経常収益

1　受取会費

正会員受取会費（個人）

正会員受取会費（法人）

２　受取寄附金

受取寄附金

３　受取助成金等

民間助成金

地方公共団体補助金

４　事業収益

民間図書館に関する事業収益

イベントサポートに関する事業収益

生涯学習コミュニティに関する事業収益

ソーシャルファイナンスに関する事業収益

その他、この法人の目的を達成するのに必要な事業収益

５　その他収益

受取利息

経常収益計

Ⅱ　経常費用

１　事業費

（１)人件費

（２）その他経費

事業費計

２　管理費

（１)人件費

（２）その他経費

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

Ⅲ　経常外収益

Ⅳ　経常外費用

税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額



(法第１０条第１項第１号関係様式) 

 

情報ステーション定款 

 

第１章 総則 

 

(名称) 

第１条  この法人は、情報ステーションという。 

 

(事務所) 

第２条  この法人は、事務所を千葉県船橋市に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

(目的) 

第３条  この法人は、多世代交流が自然と生まれるまちづくりに関する事業を行い、そこに住む

人々が、自分の街に対して誇りと愛着を持ち、風土や歴史を元に、文化の創造と経済の自

立を目指し続けることができる社会づくりを目的とする。 

 

(特定非営利活動の種類) 

第４条  この法人は、前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） まちづくりの推進を図る活動 

（２） 社会教育の推進を図る活動 

（３） 経済活動の活性化を図る活動 

 

(事業の種類) 

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) 民間図書館に関する事業 

(２) イベントサポートに関する事業 

(３) 生涯学習コミュニティに関する事業 

(４) ソーシャルファイナンスに関する事業 

(５) その他、この法人の目的を達成するのに必要な事業 

 

 

第３章 会員 

(種別) 

第６条  この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成１０

年法律第７号。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運営に携わる事ができる個人、及び団体 

(２) ボランティア会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加する個人 

 

(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、代表理事が別に定める入会申込書により、代

表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ

ばならない。 

３  代表理事は、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  会員が次の各号の一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) 会員が継続して 1年以上会費を滞納したとき。 

(４) 除名されたとき。 

 

(退会) 

第１０条  会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会するこ

とができる。 

 

(除名) 

第１１条  会員が次の各号の一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) 法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。 

(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  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

 

 

第４章 役員 

 

(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１５人以下 

(２)  監事   １人以上２人以下 

２   理事のうち２人を代表理事、１人を副代表理事とする。 

 

 

(選任等) 

第１４条  理事及び監事は、総会において選任する。 

２  代表理事及び副代表理事は、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  法第２０条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。 

５    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  代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠け

たときは、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に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、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日

後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３  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

任者の任期の残任期間とする。 

４  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。 

 

(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  役員が次の各号の一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、職務の執行に堪えられ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以下の範囲内で報酬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、代表理事が別に定める。 

 

第５章 総会 

(種別) 

第２０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２１条  総会は、正会員をもって構成する。 

 

(権能) 

第２２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) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

 (５) 事業報告及び収支決算 

(６) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(７) その他運営に関する重要事項  

 

(開催) 

第２３条  通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(１) 理事会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２４条  総会は、前条第２項第３号の場合を除き、代表理事が招集する。 

２  代表理事は、前条第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ま

たはＥメールをもって、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならな

い。 

 

(議長) 

第２５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任する。この場合に

おいて、議長が選出されるまでの仮議長は、代表理事がこれにあたる。 

(定足数) 

第２６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２７条  総会における議決事項は、第２４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。 

 

(表決権等) 

第２８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

項について書面をもって表決し、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、前２条、次条第１項及び第４８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、この法人と正会員との関係につき議決する場合においては、

その正会員は、その議事の議決に加わることができない。 

 

(議事録) 

第２９条  総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しな け

ればならない。 

     (１) 開催の日時及び場所 



     (２) 正会員総数及び出席者数(書面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。 

 

 

第６章 理事会 

(構成) 

第３０条  理事会は、理事をもって構成する。 

 

(権能) 

第３１条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 

     (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) 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３２条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

     (１) 代表理事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またはＥ

メールをもって招集の請求があったとき。 

     (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３３条  理事会は、代表理事が招集する。 

２  代表理事は、前条第２号及び第３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

またはＥメールをもって、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければなら

ない。 

 

(議長) 

第３４条  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。 

 

(議決) 

第３５条  理事会における議決事項は、第３３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。 

 

(表決権等) 

第３６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

項について書面をもって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、前条及び次条第１項の適用については、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、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、

その理事は、その議事の議決に加わることができない。 

 

(議事録) 

第３７条  理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。 

(１) 開催の日時及び場所 

(２) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、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。 

 

第７章  資産及び会計 

(資産の構成) 

第３８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) 財産から生じる収入 

     (５) 事業に伴う収入 

     (６) その他の収入 

 

(資産の管理) 

第３９条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理

事が別に定める。 

 

(会計の原則) 

第４０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わなければなら な

い。 

 

(事業計画及び収支予算) 

第４１条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作

成し、総会の議決を経なければならない。 

 

(暫定予算) 

第４２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、代

表理事は、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入支

出することができる。 

２  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

(予備費の設定及び使用) 

第４３条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、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４４条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、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４５条  この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、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し、構成員に分配

してはならない。 

 

 

(事業年度) 

第４６条  この法人の事業年度は、毎年９月１日に始まり、翌年８月３１日に終わる。 

 

(臨機の措置) 

第４７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４８条  この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

轄庁の認証を受けなければならない。 

 

(解散) 

第４９条  この法人は、次の各号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 

     (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、所轄庁の認定を受けなければならな

い。 

 

(清算人の選任) 

第５０条  この法人が解散したときは、理事が清算人となる。 

 

(残余財産の帰属) 

第５１条  この法人が解散したときに残存する財産は、法１１条第３項に掲げるもののうち、

千葉県に譲渡するものとする。(合併又は破産による解散を除く。) 

 

(合併) 

第５２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、所轄庁の認証を受けなければならない。 



第９章 公告の方法 

(公告の方法) 

第５３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、官報および運営する

ＷＥＢサイトに掲載して行う。 

 

 

第１０章 事務局 

(事務局の設置等) 

第５４条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

２  事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３  事務局長及びその他の職員は、代表理事が任免する。 

４  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に

定める。 

 

  第１１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、代表理事がこれを

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、第１４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次に掲げ

る者とする。 

代表理事    岡  直樹 

副代表理事  芳野 泰崇 

理 事    藤代 徹吾 

監 事    笹川 基樹 

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、この法人が成

立した日から平成１７年８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収支予算は、第４１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４６条の規定にかかわらず、成立の日から平成１７

年８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。 

正会員        入会金 １０，０００円  会費   月１，０００円 

情報会員       入会金  １，０００円  会費   月１，０００円 

学生ボランティア会員 入会金      ０円  会費        ０円 

７ この法人の入会金及び会費は平成２８年９月１０日より次に掲げる額とする。 

正会員       入会金       ０円   会費        月１，０００円 

ボランティア会員   入会金       ０円   会費         ０円 
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