
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

一般財団法人アズワン財団定款 

 

第１章 総  則 

 

（名 称） 

第１条 当法人は、一般財団法人アズワン財団と称する。 

（主たる事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を三重県鈴鹿市に置く。 

（目 的）  

第３条 当法人は、世界各地に、誰もが、安心・快適に、人間性豊かに暮らし、

それぞれの持ち味を発揮でき、自由で親しみのあるコミュニティや組織の

創造を支援し、その活動を日本、世界に発信することにより、争いのない

幸せな世界の実現に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次

の事業を行う。 

（１） 財産の管理・運用（取得・処分も含む） 

（２） 国内及び海外からの研修生等の受け入れ、人材育成 

（３） 学者・研究者・実践家等の交流・研究機会、国際会議等の開催 

（４） ゲストハウス・研修生宿舎など交流施設の管理･運営 

（５） 普及・広報活動 

（６） 講演やセミナー等への講師派遣 

（７） 研究開発・人材育成事業への支援・協力 

（８） 寄付の受け入れ 

（９） その他前各号に関連する事業 

（公 告） 

第４条  当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむをえ                

  ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する

方法により行う。 

 

第２章 財産及び会計 

 

（財産の拠出及びその価額） 

第５条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のと

おりである。 

 （１） 設立者 小野 雅司 

   ①（土地） 

     所  在 三重県鈴鹿市阿古曽町   

     地  番 ２０４８番５ 



     地  目 宅地 

     地  積 １０１．９７平方メートル 

   ②（家屋） 

     所  在 三重県鈴鹿市阿古曽町２０４８番地５ 

     家屋番号 ２０４８番５ 

     種  類 居宅 

     構  造 木造瓦葺２階建  

     床面積  １階 ４９．９３平方メートル 

          ２階 ５４．６５平方メートル 

     ①②の価額     ７２７万円 

  （２） （平成 24 年 12 月 3 日 錯誤のため削除）  

  （３） 設立者 野尻 四郎 

    ①（土地） 

      所  在 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ 

      地  番 ８３０８番４ 

      地  目 宅地 

      地  積 ３４８．７２平方メートル       

    ②（家屋） 

      所  在 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ ８３０８番地４ 

      家屋番号 ８３０８番４ 

      種  類 居宅 

      構  造 木造瓦葺平屋建 

      床面積  １６６．６１平方メートル 

      ①②の価額    １４１５万円 

  （４） 設立者 八木 祥吾 

    ①（土地） 

      所  在 三重県鈴鹿市阿古曽町 

      地  番 ２１０２番 

      地  目 雑種地 

      地  積 ３１２平方メートル 

    ②（家屋） 

      所  在 三重県鈴鹿市阿古曽町２１０２番地 

      家屋番号 ２１０２番 

      種  類 居宅 

      構  造 木造スレート葺２階建 

      床面積  １階 ６８．８４平方メートル 

           ２階 ７３．０８平方メートル 

      ①②の価額    １８２２万円 



（財産の取得及び処分） 

第５条の１ 当法人は次の財産の取得及び処分を行う。（平成 24 年 10 月 9 日追

加） 

  （１） 取得財産 

    ①（土地） 

      所在 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ 

      地番 ７９２２番１２８２ 

      地目 宅地 

      地積 ４３４．３４平方メートル 

    ②（家屋） 

      所在 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ 

      家屋番号 ７９２２番１２８２ 

      種類 寄宿舎 

      構造 軽量鉄骨増セメント瓦葺 2 階建 

      床面積  1 階 １８８．３５平方メートル 

           ２階 １２０．４０平方メートル 

      ①②の価額    １８７６万円 

  （２） 処分財産 

    前条、（１）、（３）の財産。 

（財産の取得） 

第５条の２ 当法人は次の財産の取得を行う。（平成２５年６月３日追加） 

  （１） 取得財産 

    ①（土地） 

      所在 三重県鈴鹿市算所１丁目 

      地番 ９６５番５６ 

      地目 宅地 

      地積 ３３０．００平方メートル 

    ②（家屋） 

      所在 三重県鈴鹿市算所１丁目 

      家屋番号 ９６５番５６ 

      種類 居宅 

      構造 軽量鉄亜鉛メッキ 2 階建 

      床面積  1 階       平方メートル 

           ２階       平方メートル 

（財産の取得） 

第５条の３ 当法人は次の財産の取得を行う。（平成２８年１０月２１日） 

  （１） 取得財産 

    ①（土地） 



      所在 三重県鈴鹿市阿古曽町 

      地番 ２０１８番２ 

      地目 宅地 

      地積  

    ②（家屋） 

      所在 三重県鈴鹿市阿古曽町 

      家屋番号 ２０１８番２ 

      種類 倉庫・事務所 

      構造  

      床面積   

（財産の取得） 

第５条の４ 当法人は次の財産の取得を行う。（平成２８年１０月３０日） 

（１） 取得財産 

① （寄付金） 

金額  ３１６４万円 

（財産の取得） 

第５条の５ 当法人は次の財産の取得を行う。なお、その取得に寄附金１２５

０万円を充てる。（平成２８年１２月８日） 

（１） 取得財産 

    ①（土地） 

      所在 三重県鈴鹿市阿古曽町 

      地番 ２１７６番１ 

      地目 宅地 

      面積 １９５．８２平方メートル  

（基本財産） 

第 6 条 第５条（４）、第５条の１、第５条の２、第５条の３，第５条の４及び

第５条の５の財産は、第 3 条の目的事業を行うために不可欠な基本財産と

し、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするときは、あらか

じめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の 3 分の 2 以上に

当たる多数の承認を受けなければならない。（平成 24 年 10 月 9 日、平成

24 年 12 月 3 日、平成２５年６月３日、平成２８年１０月２１日、平成２

８年１０月３０日、平成２８年１２月８日 変更） 

（事業年度） 

第７条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期

とする。 

 

 

 



第３章 評議員及び評議員会 

 

第１節 評議員 

 

（評議員） 

第８条 当法人に、評議員３名以上 5 名以内をおく。 

（選任及び解任） 

第９条 評議員の選任及び解任は、評議員 1 名、監事 1 名、事務局員 1 名及び

外部委員 2 名をもって構成する評議員選定委員会において行う。 

 ２ 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選定する。ただし、次

の各号に該当する者を外部委員に選任することはできない。 

（１）当法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人（過去に業務執

行者又は使用人であった者を含む。） 

（２）前号に該当する者の配偶者、3 親等以内の親族又は使用人 

 ３ 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそ

れぞれ推薦することができる。 

 ４ 評議員選定委員会の細則は、理事会において定める。 

 ５ 評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねること

ができない。 

（任期） 

第１０条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議会の終結のときまでとする。 

 ２ 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一

とする。 

（報酬等） 

第１１条 評議員に対して、１日当たり１万円を超えない範囲で、評議員会に

おいて別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を日当として支給

する。 

 ２ 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることがで

きる。 

 

第２節 評議員会 

 

（権限） 

第１２条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一

般法人法」という。）に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議

する。 

（開催） 



第１３条 定時評議員会は、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。 

（招集権者） 

第１４条 評議員会は、理事会の議決に基づき、理事長が招集する。 

 ２ 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理

事が招集する。 

（招集の通知） 

第１５条 理事長は評議員会の開催の５日前までに、評議員に対し、会議の日

時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなけれ

ばならない。 

 ２ 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経

ることなく、評議員会を開催することができる。 

（議長） 

第１６条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選

出する。 

（決議） 

第１７条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出

席し、その評議員の過半数をもって行う。 

 ２ 一般法人法第１８９条第２項の決議は、議決に加わることのできる評議

員の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（決議の省略） 

第１８条 理事が、評議員会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、議決に加わることのできる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、その事項の評議員会への報

告があったものとみなす。 

（報告の省略） 

第１９条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した

場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについ

て、評議員会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、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 

（議事録） 

第２０条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作

成する。 

 

 

 

 

 



第４章 役員及び理事会 

 

第１節 役員 

 

（役員） 

第２１条 当法人に次の役員をおく。 

     理事 ３名以上５名以内 

     監事 ２名以内 

 ２ 理事のうち１名を代表理事とする、代表理事をもって理事長とする。 

（選任等） 

第２２条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 

 ２ 理事長は理事会において選任する。 

 ３ 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人をかねることができな

い。 

（理事の職務権限） 

第２３条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人

の業務の執行を決定する。 

 ２ 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

（監事の職務権限） 

第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で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、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人

の事業および財産の状況を調査することができる。 

（任期） 

第２５条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時評議員会の終了のときまでとする。 

 ２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時評議会の終了のときまでとする。 

（解任） 

第２６条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において解任することが

できる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議

員の３分の２以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと

き。 

（報酬等） 

第２７条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人か

ら受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。 



（取引の制限） 

第２８条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重

要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 

（１）自己及び第３者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 

（２）自己または第３者のためにする当法人との取引 

（３）当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外のものとの

間における当法人とその理事との利益が相反する取引 

 ２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に

報告しなければならない。 

（責任の一部免除又は限定） 

第２９条 当法人は、理事又は監事の一般法人法１９８条において準用する同

法１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合

には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度

額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 

 ２ 当法人は、理事会の決議によって、外部役員等（一般法人法第１９８条

において準用する同法第１１５条第１項の外部役員等をいう。）の前項の賠

償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の

限度額は、金１００万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定め

る最低限度額とのいずれか高い額とする。 

 

第２節 理事会 

 

（権限） 

第３０条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

（１）当法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）代表理事の選定及び解職 

（招集） 

第３１条 理事会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事長がこれを招

集する。 

 ２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会

で定めた順序により他の理事が招集する。 

３ 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事

会を開催することができる。 

（議長） 

第３２条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

（決議） 



第３３条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に

加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 ２ 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することが

できない。 

（決議の省略） 

第３４条 理事が、理事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、議決に加わることができる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、その提案を可決する旨

の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたとき

は、この限りではない。 

（報告の省略） 

第３５条 理事又は監事が理事又は監事の全員に対し、理事会に報告すべき事

項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しな

い。ただし、一般法人法第１９７条において準用する同法９１条第２項の

規定による報告については、この限りでない。 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成

し、出席した理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印又は電子署名

しなければならない。 

（理事会規則） 

第３７条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理

事会において定める理事会規則による。 

 

第５章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算 

 

（定款の変更） 

第３８条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員

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。 

 ２ 当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。 

（合併等） 

第３９条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の

３分の２以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合

併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。 

（解散） 

第４０条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である

事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。 

（残余財産の処分） 

第４１条 当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、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地

方公共団体に贈与するものとする。 

 ２ 当法人は、剰余金の分配を行わない。 

 

第６章 附  則 

 

（設立時評議員） 

第４２条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 

      設立時評議員   

        野尻 四郎 

        沖永 千恵 

        八木 祥吾 

（設立時役員） 

第４３条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとお

りとする。 

      設立時理事   

        小野 雅司 

        隆杉 有一郎 

        佐藤 靖仁 

      設立時代表理事 

        小野 雅司 

      設立時監事   

        辻村 勇 

（最初の事業年度） 

第４４条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成２３年３月３

１日までとする。 

（設立者の氏名及び住所） 

第４５条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。 

    住 所   三重県鈴鹿市算所一丁目１５番６号 

    設立者（A）   小野 雅司  

    住 所    

    設立者（B）  （平成 24 年 12 月 3 日 削除） 

    住 所   三重県鈴鹿市道伯三丁目７番２９号 

    設立者（C）   野尻 四郎 

    住 所   三重県鈴鹿市算所一丁目２０番３号 

    設立者（D）   八木 祥吾 

（法令の準拠） 

第４６条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 



 

 以上、一般財団法人アズワンコミュニティづくり財団の設立のためこの定款

を作成し、設立者が次に記名押印する。 

 

  平成２２年１１月２５日 

  

    設立者   小野 雅司    印 

 

    設立者   （平成 24 年 12 月 3 日削除） 

 

    設立者   野尻 四郎    印 

 

    設立者   八木 祥吾    印 

 


