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第１章  総 則 
（目  的）   

第１条 この規則は、一般社団法人東京都民間保育園協会（以下「協会」という。）定款に基づき、これを

定める。 

 

第２章  会 員 
（会員の登録）  

第２条 会員になろうとする者は入会申込書を提出するものとする。 

(1) 正会員は東京都内の認可を受けた非営利法人または個人が経営する民間保育園（公設民営も含む）

の園長、または園を代表する者であり各園１名とする。複数の施設を経営する法人を代表する者

も、いずれかの民間保育園を代表する者でなければならない。 

(2) 園長または園を代表する者が交替をしたときは、その旨を届け出て、理事会の承認を得て後任者

が正会員となるものとする。 

(3) 賛助会員は正会員であった個人で退職した者、民間保育園と深いかかわりがある者、その他協会

の事業に賛同する個人又は団体が入会できる。尚、賛助会員規約は別途定める。 

 

第３章  会 計 
（会  計） 

第５条 会計については、法令、定款及び一般に公正妥当と認められる会計の基準並びに当協会の経理規

程に定めるところによる。 

   

第４章  区市町村代表者および地区役員 
（区市町村代表者会議）  

第６条 会員の意見、区市町村の状況を協会の運営に反映するために区市町村代表者会議（以下「代表 

者会議」と称する）を設置し、会長が責任者となる。 

(1) 代表者は、原則として、各区市町村園長会会長または副会長より 1名とする。 

(2) 任期は２年とするが、途中において各区市町村で代表者が交代した場合は速やかに届け出て、   

交代できるものとする。その際の任期は前任者の任期とする。 

(3) 代表者が代表者会議に出席できない場合は、代理出席を認める。 

(4) 代表者会議は年２回以上開催し、理事も出席できる。 

 

（地区および地区役員） 

第７条 東京都を多摩と 23区の２地区とし、区市町村ごとに地区役員をおく。 

(1)各区市町村より正会員の中から下表の人数の地区役員を選出し、理事会と連絡をとり、協会全

体活動との調整を図り、活動の内容・結果について理事会に報告する。 

各区市町村の 

会員数 
地区役員数 
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１園～14園 1名 

15園～39園 2名 

40園以上 3名 

(2)地区役員会議を年２回以上開催し、各区市町村との連携を図る。 

(3)地区役員は、原則として専門部員に属し、協会活動を推進する。 

(4)地区役員と理事候補者は兼務する事ができるが、原則として地区役員と理事は兼務する事はで

きない。各区市町村の代表者と理事・監事は兼務できる。 

(5)協会副会長のうち２名を、それぞれ多摩及び 23区の地区長とする。 

 

第５章  役 員 
（役員選出管理委員会） 

第８条 役員の候補者を確保し、候補者の調整をはかり、必要な人材を役員に選出するため役員選出管理

委員会を設置する。 

(1) 役員の選出は役員選出管理委員会がその事務手続きを管理する。 

(2) 事務局長はその実務を管理する。 

(3) 役員選出管理委員は事務局長とその他の４名、計５名を会長が委嘱する。委嘱に当たっては地

区、経験等を配慮するものとする。 

(4) 役員選出管理委員会は役員の選出の事務手続きを公正に行う。 

(5) 役員選出管理委員は、次期役員の候補者であっても差し支えないものとする。 

(6) 第７条に定める手続きの他に細部の手続きについては役員選出管理委員会が協議をして定める。 

 

（役員の選出） 

第９条 役員は、定款に従い総会において正会員の中から選任する。 

2 役員の候補者の選定に当たっては、以下の手続きを実施する。 

(1) 正会員は役員に立候補することができる。 

(2) 会長は、正会員の中から会長推薦理事を 5名以内で指名することができる。 

(3) 理事の定数は多摩地区 10名以内、23区地区 10名以内、会長推薦理事 5名以内とする。 

(4) 立候補するときは所定の立候補届出用紙に必要事項を記入し、正会員 3名の推薦署名を添えて、

役員を選任する総会の 50日前までに事務局長に届け出るものとする。 

(5) 正会員は 1名に限り候補者の推薦をすることが出来るものとする。 

(6) 立候補者が多摩地区 10名、23区地区 10名それぞれの定数を超えなかった時は投票することな

く当選者とする。 

(7) いずれかの地区、もしくは両地区において 10名の定数を超えた場合は、定数を超えた地区につ

いて協会全正会員の選挙によって理事を選出する。 

(8) 監事については、理事会にて選出し、総会にて選任する。 

 

（理事の選出の手続き） 

第 10条 役員候補者の選定に当たり、立候補者が定数をこえた時は、以下の手続きに従って選出をする。 

(1)投票は総会の 50 日前までに有効に立候補をした候補者全員について、東京都で定めた行政区

順・氏名の 50音順に従って記載した、氏名・保育園名・行政区名を明記した投票用紙と、封緘

のできる封筒を用意し、正会員に 28日前までに配布する。 
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(2)定款に定められた定数に従い総会当日 21日前までに、協会全正会員が参加することのできる投

票方法により選出を行う。 

(3)投票は協会全正会員による無記名投票とし事務局までの持参及び郵送のいずれかとする。投票

用紙は無記名の封筒に封緘をして開票の時まで役員選出管理委員会が保管をする。 

(4)投票は、多摩地区 10 名以内、23 区地区 10 名以内の不完全連記制とし得票順に、地区別に 10

名ずつ当選者とする。 

(5)得票が同数の場合は選出委員会が公正な方法で抽選を行い抽選順に当選者とする。 

(6)以下の投票は無効とする。 

定められた投票締切日（消印日）までに事務局に到着しなかった投票、一正会員の 2 通以上の

投票、白票、各地区一方でも 11名以上の記載のある投票、判別不能の投票 

(7)前項までの選出は定款第 26条の定めによる書面表決に準ずるものとし当選者とするが、総会に

報告して後に確定する。 

 

(役員選任の手続き) 

第 11条 前 2条の手続きにより選定された役員候補者について、総会において選任する。 

 

（役職の選出） 
第 12条 会長 1名、副会長 4名、事務局長（常務理事）1名は定款に従い理事会の互選とする。 

（1）第 9条により理事に選任された者は総会開会前に会議を開き役職の互選、当面の活動等につい

て協議をすることが出来る。その会議は理事会とみなす。 

（2）役職の互選は協議を第一とし、協議が調わない時には、会長、事務局長の順で単記無記名投票、

副会長は 4名の不完全連記制投票により決する。 

（3）副事務局長、事務局次長、専門部長、委員会の委員長は理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

 

（役員の再任） 

第 13条  会長、事務局長（常務理事）については、原則として連続しての再任を３期６年とするが、総会 

において承認があればこの限りでない。 

 

（四 役 会）  

第 14 条 会長、副会長、事務局長（常務理事）、副事務局長をもって四役会を構成する。四役会は次の事

項を取り扱う。 

(1) 理事会に付議すべき事項 

(2) 理事会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他理事会の議決を要しない軽易な業務の執行に関する事項 

 

（事 務 局）                                                              

第 15条  事務局は、事務局長(常務理事)、副事務局長、事務局次長及び各専門部長、各委員長で構成する。 

(1) 職員（書記）は事務局長が統括する。 

(2) 事務局は定期的に事務局会議を開く。 

(3) 事務局長が必要と認めたときは、構成員以外の会員を事務局会議に出席させることができる。 
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（顧問・相談役） 

第 16条 当協会に顧問・相談役をおくことができる。任期は１０年とする。 

(1) 会長等経験者は顧問とし、その他団体組織に特に貢献した者を相談役とする。 

(2) 顧問・相談役の選任は理事会の承認を得るものとする。 

(3) 顧問・相談役は必要あるとき、会長の諮問にこたえる。 

(4) 必要に応じて、顧問・相談役会議を開催し協会の活動に資するものとする。 

(5) 任期満了後は、顧問・相談役の資格を失う。 

 

第６章  部 会 
（専門部） 

第 17条 日常の業務を分担するため次の専門部を設置する。 

(1) 総務部、広報部、調査部、予算制度対策部、研修部、雇用対策部、ＩＴ部 

(2) 各部は部長１名、副部長若干名、部員若干名をもって構成し、任期は理事の任期と同じとする。 

(3) 部長は正会員より会長が委嘱する。副部長は部員の互選とする。 

(4) 部員は正会員の中から、区市町村代表者から推薦を受け、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 

(5) 各部の職務分担は別表の通りとする。 

 

（特別委員会）  

第 18条 業務の必要に応じ特別委員会を設置することができる。 

(1) 特別委員会は、地域の特別な問題、保育制度、保育内容の質的向上をめざす調査・研究又は対

策について実行の必要があるとき当該問題の処理に当たる。 

(2) 特別委員会の設置、目的範囲規模、委員の選出等は理事会で決定する。 

(3) 委員の任期は、理事の任期と同じとし、特別な場合は理事会の承認を得て別途の任期を定める。 

(4) 正副の委員長及び委員は会長が理事会の承認を得て委嘱する。 

(5) 特別委員会は会長の承認を得て委員長が招集する。 

(6) 委員長は特別委員会を主宰し副委員長はこれを補佐する。 

(7) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、副事務局長、当該問題の関係専門部長は、特別委員会

に出席して意見を述べることができる。 

(8) 特別委員会の討議の内容・結論は委員長より文書をもって会長に報告する。 

(9) 特別委員会の任務が果たされたとき、又は特別委員会設置の必要がなくなったときは、理事会

の議を経て解散する。 

 

第７章  表 彰 
（表彰）  

第 19 条 会員園の職員等について、多年に亘って職務に尽力した者をその功績を讃え、前途を激励す

るため、以下の①から④の要領で次に該当する者の中から、正会員の推薦に基づき理事会

が承認した者を定期総会において会長名で表彰する。 

①表彰者を推薦する場合は所定の用紙に必要事項を記入し協会に届け出る。 

②協会で審査の上、表彰者として内定した場合は、表彰負担金を納入して、表彰確定者と

する。また、下位の表彰を受賞した経験のある者でも上位の表彰を受賞することができ
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る。 

③勤続年数の算定に当たっては、当該年度の 3 月末日時点で勤続年数（非常勤を含む）を

算定し、この時点で現職である職員を対象とし、5 月の定期総会において表彰を行う。

また、表彰時点で会員園であれば算定の対象とする。 

④表彰者には表彰状と記念品を贈呈する。 

 

１ 理事長永年勤続表彰 

年数の計算は、会員園の法人における理事長在任期間を通算する。 

(1)理事長 10・20・30年勤続賞 

認可保育園を経営する法人の理事長の現職にあって、通算して会員園法人の理事長職を 10・

20・30年以上勤続した者 

２ 園長永年勤続表彰 

年数の計算は、会員園における園長在任期間を通算する。 

(1)園長 10・20・30年勤続賞 

認可保育園の園長の現職にあって、園長職を会員園の施設において通算して 10・20・30 年以

上勤続した者 

 

３ 職員永年勤続表彰 

年数の計算は、会員園における認可保育園の在職期間を通算する。 

(1)職員 10・20・30年勤続賞 

  認可保育園の職員の現職にあって、会員園の施設において 10・20・30年以上勤続した者 

 

４ 協会表彰 

年数の計算について、会長、副会長、常務理事、及び、理事、監事は、在任期間が中断してい

る場合、過去の在任期間を通算する。協会の職員にあっては連続しての勤務についてのみ計算

する。 

(1) 会長、副会長、常務理事（事務局長）の職務に通算して 6 年以上あった者、理事・監事の職

務に通算して 10年以上あった者 

(2) 顧問を 6年以上勤められた者 

(3) 協会の職員として 20年以上勤続した者 

 

５  特別表彰 

(1) 協会の事業の協力者として功績のあった者 

(2) 社会的に善行があり協会が認めた者 

(3) 上記各々の永年勤続表彰の対象者であって、40年以上勤続した者。 

 

第８章  全国組織 
（日本保育協会・全国私立保育園連盟）  

第 20条 当協会は日本保育協会及び全国私立保育園連盟（以下両組織という）に加入するものとする。 

(1) 会長を除き、理事及び会員が両組織の職務を行う場合は、理事会の承認を必要とする。 

(2) 会長以下理事は、両組織の役職を原則として兼務できる。 
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(3) 会長以下理事が両組織の役職、各種専門部の部員・委員会の委員を兼務する場合、理事会の承

認を得るものとする。 

 

第９章  その他の費用 
（費 用） 

第 21条  会が認める協会の用務にかかわる費用は、１回の会議につき 1,000円を支給する。その他、当協

会の役員等が代表として出席する費用については実費を支給する。 

 

（慶 弔 費） 

第 22条  当協会の慶弔にかかわる費用は次のとおりとする。 

(1)正会員の慶事に対しては 10,000円を支払う。 

(2)正会員が亡くなった場合は 10,000円の香典を支払う。 

(3)正会員の親族の慶弔の場合は、5000円以上 1万円以下の範囲で会長が決めて支払う。 

(4)当協会の顧問・役職員等の慶弔の場合は１万円以上 5 万円以下の範囲で会長が決めて支払う。 

(5)その他の場合は、会長の判断による。 

 

第１０章  運営規則の変更 
（運営規則の改定） 

第 23条 この運営規則の改定は理事会が行い施行する。ただし、次期総会に報告をする。 

 

第１１章  附 則 
この規則は平成 19年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この規則の変更は理事会の承認を得た日（平成 19年 5月 1日）から施行する。 

平成 21年 9月 30日 第 27回理事会において一部改正。 

平成 22年 1月 27日 第 31回理事会において一部改正。 

平成 22年 12月 22日 第 41回理事会において一部改正。 

平成 26年 2月 17日第 69回理事会において一部を改正し、一般社団法人へ移行の日よ 

り施行する。 

平成 26年 12月 8日第 75回理事会において一部改正。 

平成 27年 3月 6日第 77回理事会において一部改正。 

平成 27年 7月 1日第 81回理事会において一部改正。 

 

 

 


