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第1章

制定
改定
改定
改定
改定

総則

第 1 条（名称）
本会は、プラチナ構想ネットワークと称する。（以下「本会」という）
第 2 条（所在地）
本会の所在地は、東京都千代田区永田町二丁目 10 番 3 号の東急キャピトルタワー内に
置く。
第 3 条（目的）
本会は、プラチナ構想実現のための自治体の意欲的取組や政策的課題の解決策を政界、
自治体、官界、産業界、学界、市民など広く社会に発信し、動きを促すことを目的とす
る（以下「本目的」という）。
第 4 条（活動内容）
本会は前条の目的を達するため、次の活動を行う。
(1) プラチナ構想実現に向けた取組事例の整理・構造化
(2) プラチナ構想実現のための社会に向けた啓発活動
(3) (2)のための研究および調査の実施
(4) 海外のプラチナ構想類似組織との交流活動
(5) シンポジウムの開催（年 2 回程度）

第2章

会員

第 5 条（入会）
1.

会員とは、本会則を承認の上所定の様式により参加の手続きをし、第 13 条に定める幹
事会による入会審査を経て幹事会が登録を承認した法人または個人をいう。法人とは
法人格を有する団体、またはその団体に属する組織(部署、事務所等)もしくはその役員、
役員に準じる者、これらの経験者をいう。なお、審査の結果入会を認めない場合、事
務局より直ちに申込者に通知する。

2.

会員は、次の各号のいずれかをいう。
(1) 自治体会員（首長）

(2) 法人会員（役員または役員経験者）
1) Ａ会員(第 7 条に定める参加費を 2 口以上支払う者)
2) Ｂ会員(第 7 条に定める参加費を１口支払う者)
(3) ベンチャー企業会員（本会の複数の会員より推薦を受けた役員または役員経験者）
(4) NPO 会員(本会の複数の会員より推薦を受けた特定非営利活動法人の代表者)
(5) 特別会員（幹事会が特に入会を認めた者）
(6) 海外会員（幹事会が特に入会を認めた者）
3.

会員は、会員資格を第三者に譲渡し又は使用させ、もしくはこれを第三者に売買し、
相続により承継させ、又は名義変更を行うことはできないものとする。

4.

会員は、参加申込書記載の届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更内容を事務局
に通知するものとする。

5.

会員および本会は、会員について、本会に参加している事実を公開することができる。

第 6 条（会員の権利）
1.

会員は、本会が実施する活動、活動計画に則ったワーキンググループ、広告、広報、
催事およびシンポジウムに参加することができる。

2.

会員は、本会が発信する情報の提供を受けることができる。

3.

会員は、前条に従い登録された後、事務局より本会専用ウェブサイトにアクセスする
ためのユーザーID、パスワードの交付を受け、これを利用することができる。会員は、
別途定めるウェブサイト利用会則に従うものとする。

第 7 条（参加費）
1.

会員の参加費は、以下の通りとする。参加費は年度毎に徴収するものとする。
自治体会員：無料
法人会員 ：1 口金 50 万円
ベンチャー企業会員：1 口金 10 万円
NPO 会員 ：1 口金 1 万円
特別会員 ：無料
海外会員 ：無料
ただし、入会初年度の参加費は、上記参加費の金額を、第 5 条 1 項に定める会員登録
承認の日の翌月から入会初年度の末月である 7 月までの月数分にて月割りした金額で
徴収するものとし、千円未満の金額は切り上げる。

2.

事務局は、第 5 条 1 項に定める会員登録承認後及び第 8 条 1 項なお書きによる会員資
格の更新後速やかに前項に定める参加費の請求書を発行する。法人会員、ベンチャー
企業会員及び NPO 会員は、事務局が請求書を発行した日から 1 ヶ月以内に事務局の指
定する銀行口座宛に参加費を振込支払うものとする。

3.

会員が支払期日を逸したときは、本会は、会員に対しその支払期日の翌日から支払が
完了する日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年率 6％の割合で計算した遅延利息
を請求することができる。

4.

本会は、いったん支払いを受けた参加費は返還しないものとする。

第 8 条（会員資格の有効期間）
会員資格の有効期間は、第 5 条 1 項に基づく登録承認日から、第 9 条第 1 項に基づき
退会した場合または第 9 条第 2 項に基づき会員資格を取り消された場合もしくは第 26 条
に基づき本会が解散した場合を除き 2011 年 7 月 31 日までとする。なお、翌年度の参加
費の支払を条件に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第 9 条（退会）
1.

会員は、原則として、事務局への退会届の提出によりいつでも退会することができる。
なお、本会の存続期間中中途で退会する場合でも、参加費の返還は行なわないものと
する。退会後又は次項により退会処分となった場合であっても、第 16 条乃至第 22 条
の規定は適用される。

2.

会員が次の各号の一に該当する場合、幹事会決議により当該会員の会員資格を取り消
し、退会させることができる。
(1) 死亡したとき
(2) 本会則に違反したとき
(3) 会員が第 7 条所定の参加費の全部又は一部を納入せず、本会が初回の督促を行っ
た日から 1 ヶ月以内になおこれを納入しないとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が
あったとき
(5) 解散決議をし又は営業を停止したとき
(6) 重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
(7) 刑事訴追を受け又は本会の名誉を著しく損なう行為に関与したとき
(8) 違法行為に関与し又は本会の権利を侵害し、その結果本会に重大な損害を与えた
とき
(9) 本会則第 5 条第 1 項所定の資格を喪失したとき
(10) 会員、その役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と
関係があることが判明したとき。
(11) 事務局に届出た情報の全部または一部が真実と異なることが判明したときまたは
表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき
(12) 会員が登録した情報に基づく事務局と会員との連絡が 2 ヶ月間、不可能なとき
(13) その他、本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき

第3章

組織

第 10 条（機関）
本会では、次の機関を置く。
(1) 会員総会 会員全員をもって構成する。
(2) 幹事会 会長および幹事をもって構成する。
(3) 事務局
(4) 会計監事
第 11 条（役員）
1.

本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 幹事 40 名以内（うち幹事長１名、副幹事長 8 名以内）
(3) 会計監事 1 名

2.

会長、幹事、会計監事は設立会員総会においてこれを選出、承認する。

3.

役員の任期は以下の通りとする。役員は再選されることができ、死亡、辞任、解任、そ
の他事由により、役員に欠員が生じた場合、欠員補充のための臨時会員総会にて新たな
役員を選任できる。欠員補充のために選出される新たな役員の任期は、前任者の残りの
任期とする。
(1) 会長

3年

(2) 幹事長 3 年、副幹事長 3 年
(3) 幹事長、副幹事長以外の幹事 3 年
(4) 会計監事

3年

4.

会長は本会および幹事会を代表し、本会ならびに幹事会の会務を執行する。

5.

幹事長は、幹事の互選により選出され、会長を補佐し会務を執行するほか、会長が事
故あるときまたは欠員のとき会長の任務を代行する。

6. 副幹事長は、幹事の互選により選出され、幹事長を補佐し会務を執行するほか、会長お
よび幹事長が事故あるときまたは欠員のとき会長および幹事長の任務を代行する。
7.

幹事は、会員総会において自治体会員、法人会員Ａ及び特別会員の中から選出され、
幹事会を組織し、総会の権限に属する事項以外の事項を議決する。

8.

会 計 監事は、年度ごとに本会の会計を監査し、幹事会及び会員総会に報告する。

第 12 条（会員総会）
1.

会員総会は 1 会計年度につき 1 回開催され、会長が必要と認めたときは臨時に会員総
会を開催することができ、会長又はその指名した者が議長となる。会員総会は会員の

過半数の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもって決議し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。なお、ここでいう出席会員には委任状を提出したものを
含むものとする。なお、ここでいう会員には海外会員は含まれないものとする。
2.

会員による会員総会への代理出席及び会員による議決権の代理行使はこれを認める。

3.

会員の過半数が、決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合は、当
該決議事項を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

4.

会員総会において、予算、決算の承認及び第 11 条に定める役員の選任、その他幹事会
で会員総会に付議すべきと決定した事項についての承認を行う。

第 13 条（幹事会）
1.

幹事会は、会長が必要と認める場合に開催され、会長又はその指名した者が議長とな
る。幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立し、出席幹事の過半数により決議し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。なお、ここでいう出席幹事には委任
状を提出したものを含むものとする。

2.

幹事による幹事会への代理出席及び幹事による議決権の代理行使はこれを認める。

3.

幹事の過半数が、決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合は、当
該決議事項を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。

4.

幹事会は、次の事項を決定する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会によって委任された事項
(4) 総会を開く余裕がない場合における緊急事項
(5) その他の重要事項

5.

前項(4)号の付議事項は、次の総会において承認を得なければならない。

6.

幹事会は、必要に応じて、本会活動目的のためワーキンググループを設置することが
できるものとする。

7.

幹事会は、必要に応じて、本会活動目的のため有識者からなるアドバイザーを招聘し、
意見を求めることができるものとする。

第 14 条（事務局）
1.

幹事会の定めるところにより、本会の事務局を置く（所在地：東京都千代田区永田町
二丁目 10 番 3 号の東急キャピトルタワー内）
。事務局長、事務局員、経費負担その他
事務局の業務内容の詳細は別途定めるものとする。

2.

会長は、本会を代表して以下の事務局業務を委託するものとする。
(1) 本会の活動企画及びその実施に関連する支援業務
(2) 本会の運営事務支援業務

(3) 本会の会計事務支援業務
(4) 上記に付随して必要となる業務

第4章

活動

第 15 条（本会の活動）
1.

本会は法令及び本会則に従い、第 4 条所定の活動に従事する。

2.

各活動の実施場所、スケジュール及び実施方法は、幹事会の定める方針に従い、別途
幹事会と事務局の間で具体的に協議するものとする。

第 16 条（著作権）
1.

発起人、役員、幹事会または事務局が本会の設立準備または本会の運営を行うにあた
り作成した著作物は本会に帰属するが、本会は、会員による使用を許諾するものとす
る。 ただし、会員が当該著作物を公表、上映、展示、貸与、および公衆送信をする場
合は、事前に本会の承諾を得るものとする。

2.

会員が、参加に際し新たに作成した著作物および従来から有する著作物（以下「会員
著作物」という）については、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内に
おいて役員、幹事会、事務局および他の会員はこれを利用することができる。

3.

役員、幹事会、事務局および会員または会員間で共同で本会参加にあたり新たに作成
した著作物の著作権は、当該創作者間での共有とするが、当該創作者が許諾する範囲
内において、役員、幹事会、事務局および他の会員はこれを利用することができる。

4.

前 3 項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者
は、役員、幹事会、事務局および他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を
取るものとする。

第 17 条（知的財産権等）
1.

本会の運営に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等（以下
「発明等」という）に係る権利（これらを受ける権利を含み、著作権は除く。以下「知
的財産権等」という）の取扱は、次に定めるとおりとする。
(1) 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。
他の会員が当該知的財産権の利用を求めた場合、利用の許諾実施料及び利用実施
の方法等については当事者間で協議して定めるものとする。
(2) 発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がない限
りその持分は均等とする。出願費用は共有者の各持分に応じ負担するものとし、
その他手続についてはその都度共有者間で協議して定める。また、知的財産権等
につき第三者に対し実施権を許諾し、持分を譲渡しもしくは質権等を設定しよう

とするときは、その都度他の共有者の書面による事前の承諾を得なければならな
い。
2.

会員は、本会の会員であることの表明、本会の名称（及びロゴマーク）を自らの本会
に関連する事業についての広告、パンフレット及び催事等において表示することによ
り使用することができる。但し、表示方法については、事務局が別途定めるところに
従う。

第 18 条（秘密保持義務）
1.

「秘密情報」とは、本会を通じて役員、幹事会、事務局または会員（以下「開示者」
という）から他の当事者（以下「被開示者」という）に対して、秘密と指定の上開示
される一切の情報をいう。

2.

前項の秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まないものとする。
(1) 開示されたとき既に公知であったもの。
(2) 開示後被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの。
(3) 開示されたときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの（被開示者が独
自に開発したもの、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
等）
。
(4) 開示後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したこと
を証明したもの。
(5) 法令、規則、裁判所の決定・命令および正当な権限を有する公的機関の命令等に
基づき、開示を要求されたもの（ただし、開示にあたり、事前に開示者への通知
を要する）
。

3.

被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示または漏
えいしてはならない。

4.

役員、幹事会、事務局および会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を
受ける場合、
「個人情報の保護に関する法律」
（平成 15 年法第 57 号、その後の改正を
含む、以下同じ）
、これに関連する法令およびガイドラインを遵守し、当該個人情報を
保護するものとする。なお、本会則において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2
条第 1 項記載の意味を有する。

5.

個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する
法律」
、これに関連する法令およびガイドラインを遵守するものとする。

6.

被開示者は、本会の存続期間満了または終了の後ただちに、秘密情報（複製を含む）
もしくは委託または提供を受けた個人情報に関する全ての資料を開示者の指示により
返却、消去または廃棄するものとする。

7.

本条の規定は、本会の存続期間満了または終了後も有効とする。

第 19 条（会員の義務）
会員は、本会に参加している事実を悪用する等、本会、役員、幹事会、事務局または
他の会員の名誉、信用を傷付けるような行為を行ってはならない。
第 20 条（損害賠償責任）
1.

本会の運営に関し、会員または本会（役員、幹事会および事務局による本会活動に関
連する行為を含む）の責めに帰すべき事由により相手方が損害を受けた場合、当該会
員または本会は、相手方に対しその損害を賠償するものとする。

2.

本会に関連し生じた損害賠償額は会員と幹事会の協議により定める。

第 21 条（第三者への損害賠償責任）
1.

本会の運営に関し、本会（役員、幹事会および事務局による本会活動に関連する行為
を含む。以下、本条同じ）が違法行為または第三者の権利を侵害したことにより第三
者に損害を発生させた場合、本会の責に帰すべき事由により生じたものについては本
会がその責任において解決する。

2.

前項の規定にかかわらず、本会の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の指示
を原因として生じた場合、会員の責に帰すべき事由により発生した場合は、当該会員
がその責任において一切を処理するものとする。

第 22 条（本会の責任範囲）
1. 第 4 条で定める活動内容に関し、本会はその実現に努めるものの、規定された活動内容
全ての実施および本会活動による特定の実績の達成を保証するものではない。
2. 本会は、本会を運営するにつき、本会則および強行法規に定める以外に何らの責任を負
わないものとする。
3. 第 4 条で定める本会活動の一部が、変更、中止又は中断された場合、会員に生じる損害
について、本会は一切の責任を負わないものとする。また、会員が、本会活動において、
本会の責に帰さない事由によって損害を受けた場合も同様とする。
4. 本会の運営に付随して、役員、幹事会または事務局より提供された資料、新規著作物、
助言等は、提供時点で入手可能な情報および経済、市場、その他の状況に基づいている
が、今後の状況の変化により、それらの結果が影響を受ける可能性があり、役員、幹事
会または事務局は当該結果を修正、変更ないし補足する義務を負わないものとする。ま
た、役員、幹事会または事務局は、会員がそれらを利用した結果について法的な義務お
よび責任を負わないものとする。
5. 本会は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、騒乱等の不
可抗力その他本会の支配の及ばない事由により本会の全部または一部の中断、中止、遅
延が生じた場合、これについて法的な義務および責任を負わないものとする。

第5章

会計

第 23 条（会計期間）
1.

本会の会計期間は毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までとする。

2.

前項の会計期間終了後、会計監事は速やかに意見を添えて、会計報告書を作成し、幹
事会に提出し、その承認を受けるものとする。幹事会に承認された会計報告書は、幹
事会の定める方法で、会員総会にて報告されるものとする。

第6章

会則の変更

第 24 条（会則の変更）
会員総会決議により、本会則の内容を適宜、変更できるものとする。なお、会員総会
は、決議により本会則の変更について幹事会に委任することができる。変更された場合、
事務局はこれを会員に対して通知するものとする。

第7章

解散等

第 25 条（延期及び中止）
本会は、その理由の如何を問わず、幹事会の決議に基づき、予め 1 ヶ月前に会員に通
知することにより、本会活動を延期または中止することができる。本条に基づき本会活
動が延期又は中止した場合であっても、本会は会員に対し、これに関する一切の責任を
負わないものとする。但し、当該延期又は中止について、役員、幹事会又は事務局の悪
意又は重大な過失ある場合はこの限りではない。
第 26 条（解散）
1.

本会は、会員総会において総会員の 3 分の 2 以上の同意を得た場合、解散することが
できる。

2.

会長は、以下の事由のいずれかが発生した場合、会員総会を招集するものとし、会員
総会において総会員の 3 分の 2 以上の同意を得た場合、
本会を解散することができる。
(1) 法令の変更又は裁判所、政府又は地方自治体の法令解釈の変更により、本会の主
要な活動が違法と判断される可能性が高くなった場合
(2) その他本会の運営、継続又は本会の目的達成が事実上困難になった場合

3.

本条第 1 項または第 2 項により本会が解散した場合、幹事会指定の解散日をもって会
員は退会したものとみなされる。

4.

本条第 1 項または第 2 項により本会解散が会員総会により決議された場合であっても、
本会、役員、幹事会および事務局は会員に対し、これに関する一切の責任を負わない
ものとする。但し、当該解散について、役員、幹事会又は事務局の悪意又は重大な過

失ある場合はこの限りではない。

付 則
1.

本会則を 2010 年 8 月 24 日より施行する。

2.

本会の活動は 2010 年 8 月 24 日から開始する。

3.

本会の発起人は、本則第 5 条 2 項の会員分類に従って本会の会員となる。ただし、自
治体会員、法人会員Ａ、法人会員Ｂのいずれにも該当しない発起人は、特別会員とす
る。

本会は以下の発起人が共同で発足するものである。
発起人
小宮山 宏 （発起人代表）
、南 直哉（発起人幹事）、山田 興一（発起人幹事）
、
横山 禎徳（発起人幹事）
、渡 文明（発起人幹事）
、秋山 弘子、麻生 渡、安藤 忠雄、
安

昌寿、石村

和彦、岩沙

弘道、枝廣

淳子、大竹

美喜、岡村

健治、木村
博、清家

鎌田

迪貞、神藏

孝之、川口文夫、北橋

小林

喜光、古森

重隆、桜井

正光、鹿内

正、金川

千尋、

惠司、隈

研吾、小島

順彦、

篤、瀬戸

薫、多田

正見、田

中 將介、張 富士夫、鳥原 光憲、永井 良三、中村 邦夫、中村 満義、仁坂 吉伸、
長谷川

閑史、濱田

純一、林

文子、藤

洋作、増田

宮本 洋一、村井 嘉浩、村上 周三、矢崎 義雄
以 上 ４７名

寛也、松本

紘、三村

申吾、

