
 

 

子どもの事故予防議連 令和 2 年度定時総会 議案書 

 

 

議案第一号 令和元年度決算案及び監査報告 

議案第二号 令和二年度活動方針案 

議案第三号 令和二年度予算案 

議案第四号 規約改正案及び委員会規則改正案 

議案第五号 令和二年度人事案 



議案第一号

収入
会費 ¥16,000 会費￥1000
未収金 ¥29,000 会費未収分（令和元年度）
雑収入 ¥0
合計 ¥45,000

支出
研修費 ¥10,000 講師謝礼金×1
広報費 ¥5,828 HPサーバー・ドメイン代
郵送費 ¥720 郵送費切手代120円×6
雑費（消耗品） ¥2,488 判子代1980　お茶代508
繰越金 ¥25,964 次年度繰越金

合計 ¥45,000
（単位：円）

以上、ご報告申し上げます。
令和2年10月31日

子ども事故予防地方議員連盟　会計　高橋元気

令和元年度決算案
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
総会及び勉
強会の開催

勉強会の開
催

毎月の役員
会の開催
子どもの食
の事故防止
委員会

次年度活動
計画作成

※上記の記載に加え、必要に応じて委員会等を立ち上げ、調査研究を行う。

令和二年度 活動方針案

※当団体の事業年度および会計年度は当該年9月1日から翌年8月31日とする。

議案第二号
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議案第三号

収入
会費 ¥70,000 会費￥1000×会員70名を想定
雑収入 ¥0
繰越金 ¥25,964 前年度繰越金
合計 ¥95,964

支出

会場費 ¥20,000
研修を年間2回リアル開催にて想定
10000×2

研修費 ¥40,000 講師謝礼金20000×2
広報費 ¥10,000 HPサーバー・ドメイン台等を想定
雑費 ¥5,000 消耗品など
予備費 ¥5,000
繰越金 ¥15,964 次年度繰越金

合計 ¥95,964
（単位：円）

以上、ご報告申し上げます。
令和2年10月31日
子ども事故予防地方議員連盟　会計　

令和二年度予算案
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議案第四号 

規約改正案（変更箇所=赤文字） 
 
（名称） 
第１条  本連盟は、子どもの事故予防地方議員連盟と称する。 
（目的） 
第２条  本連盟は、子どもの事故を予防するための施策の研究及び政策提言を推進し、もって子どもの生
命及び身体の保護に資することを目的とする。 
（事業） 
第３条  本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  
一  子どもの事故を予防するための施策の研究 
二  子どもの事故を予防するための政策提言 
三 その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 
（会員） 
第４条  本連盟は、第２条の目的に賛同する地方議員(以下「会員」 という。)をもって組織する。 
（役員） 
第５条  本連盟に次の役員を置く。  
（1）会長  １名 
（2）副会長  若干名 
（3）幹事長 １名 
（4）幹事長代行 若干名 
（5）副幹事長 若干名 
（6）事務局長  １名 
（7）会計  １名 
（8）広報  若干名 
（9）庶務  若干名 
（10）監事  １名 
（11）その他、会長が必要とする役職 
２ 連盟内に、別途規則で定める委員会を置くことができ、委員長は役員とする。 
３  連盟に、会長が指名する顧問を置くことができる。 
４  役員は、総会において選任する。 
（任期） 
第６条  役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任 
期間とする。 
３  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまでは、 
その職務を行うものとする。 
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（職務） 
第７条  会長は、本連盟を代表し、会議の議長となる。 
２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 
会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 幹事長は、組織内に関わる職務を執り行う。 
４ 幹事長代行は、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。 
５ 副幹事長は、幹事長の職務を補佐する。 
６  事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本連盟の運営に当たる。 
７  会計は、本連盟の出納に当たる。 
８  広報は、本連盟の広報に当たる。 
９  庶務は、本連盟の事業及び書記に当たる。 
１０  監事は、本連盟の会計を監査する。 
１１  顧問は、本連盟の運営に関し、会長に助言をする。 
（会議） 
第８条  本連盟の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じ会長が招集する。  
（総会） 
第９条  総会は、本連盟の重要事項について議決する。 
２  総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。 
３  総会は、出席した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。 
（役員会） 
第１０条  役員会は、総会に付議する事項、急施を要する事項その他会長が必要と認める事項について議
決する。 
２  役員会は、出席した役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。 
（会計） 
第１１条  本連盟の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 
２  会費は、年額１，０００円とする。 
３  経費に不足を生じた場合は、総会の議決を経て、借入れをすることがで 
きる。 
（会計年度） 
第１２条 本連盟の会計年度は、毎年 9月１日に始まり翌年 8 月３1日に終わる。 
（事務局） 
第１３条 本連盟の事務局は、会長の指定する場所に置く。 
（対外的な公表） 
第１４条 役員会で決定した事案は、役員会決定として対外公表することができる。なお、緊急を要する
事案については役員会を経ずに会長声明として発出することができる。 
（規則） 
第１５条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営に関し必要な事項は、 役員会の承認を経て、会長
が規則として別に定める。 
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附則 
（施行） 
第１条  この規約は、本連盟の成立した日から施行する。 
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議案第四号 
委員会に関する規則案 

 

（委員会の設置）  

第１条 役員会は、規約第５条第２項に基づき、本連盟内に子どもの事故予防に関する個

別議案を調査し、解決に向けた政策提言及び要望を行っていくため、委員会を設置する

ことができる。  

２ 委員会の名称は、役員会で決定する。 

（委員会の役員） 

第２条 委員会の役員として、委員の互選により、委員長１名及び副委員長若干名を置

く。  

２ 委員長は、委員会を統率し、代表する。  

３ 副委員長は、委員長に事故あるとき、これに代わる。但し、複数の副委員長が選任さ

れている場合、委員長があらかじめ指定されている順位による。  

（委員会の議決） 

第３条 委員会の議決は、委員の過半数の賛成により決する。但し、可否同数の場合には

委員長が決する。 

 

 

 

7



第五号議案  

令和二年度人事案 
 

会長 佐藤篤（墨田区議） 
副会長 菊地秀信（荒川区議）、西崎翔（目黒区議） 
幹事長 矢口まゆ（町田市議） 
幹事長代行 松岡あつし（小平市議） 
副幹事長 野元好美（相模原市議）、藤條たかゆき（多摩市議） 
事務局長 かいでん和弘（目黒区議） 
庶務 三次ゆりか（江東区議）、野田宏規（流山市議）、田中教之（田中菊池市議） 
会計 高橋元気（中央区議） 
広報 根本駿輔（袖ケ浦市議） 
監査 遠藤ちひろ（多摩市議） 
 
子どもの食の事故防止委員会 委員長 いそむらあきこ（稲城市議） 

副委員長 かじがや優香（中央区議） 
 
顧問 自見はなこ  参院議員（小児科医） 
     山中龍宏  特定非営利活動法人 SafeKidsJapan 理事長（小児科医） 
     仙頭真希子  子ども安全ネットかがわ代表（弁護士） 
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会長
佐藤・墨田区議

副会長
菊地・荒川区議
西崎・目黒区議

副幹事長 野元・相模原市議
藤條・多摩市議

広報 根本・袖ケ浦市議

会計 高橋・中央区議

庶務 田中・菊池市議
三次・江東区議
野田・流山市議

事務局長かいでん・目黒区議

委員長 いそむら・稲城市議

幹事長代行 松岡・小平市議

顧問
・自見はなこ
参院議員（小児科医）
・山中龍宏

NPO法人 SafeKidsJapan理事長（小児科医）
・仙頭真希子
子ども安全ネットかがわ代表（弁護士）

副委員長 かじがや・中央区議

子どもの食の事故予防委員会

水色枠内=役員会

監事
遠藤・多摩市議

幹事長 矢口・町田市議

議案第五号参考資料
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