
 

「多様な学び保障法を実現する会」 

会則 

 

第１章 名称および事務所 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は多様な学び保障法を実現する会といい、事務所を東京都北区岸町 1-9-19特定非営利活

動法人フリースクール全国ネットワーク内に置きます。 

 

第２章 目的および活動 

（目的） 

第２条 この会は、子どもの個性を尊重し、多様な学習のニーズに応じて、子どもの学ぶ権利をより保

障するため、学校以外の「普通教育」のための学習の場を公教育として位置づける学校教育法

とは別の子どもの多様な学びの機会を保障するための法律制定の実現を目的とします。 

（活動） 

第３条 この会は前条の目的をとげるために次の活動をします。 

（１） 研究、学習活動 

（２） 学習会、講演会、集会等の開催 

（３） 不登校、オルタナティブ教育関係者へ伝え盛り上げる活動 

（４） 子ども・保護者・市民へ伝え盛り上げる活動 

（５） 立法に必要な議員交渉・行政交渉などの活動 

（６） その他上記に付随する活動 

 

第３章 会員 

（会員資格） 

第４条 この会の会員は、第２条に定める目的に賛同する個人と団体とします。 

（入退会） 

第５条 この会に入会または退会しようとする者は、申込書を代表に届け出ます。 

（会費） 

第６条 この会の会員は会費を納めるものとします。会費は年額１口１，０００円とします。 

 

第４章 組織および会議 

（役員） 

第７条 この会の役員は次のとおりとします。 

代  表 ３名 

事務局長 １名 

監事 １名 

２ 役員は総会において選任します。 

 

 

 

 



 

 

（総会） 

第８条 総会は、会員をもって構成し、会の重要な方針、役員の選出等について議決します。 

２ 総会は、必要なときに代表が招集します。 

３ 総会の議決は、総会出席者の過半数の賛成をもって議決されます。 

４ この会の会員は、書面や電子メールなどを通じて意見を表明することができます。 

 

（運営会議） 

第９条 この会は運営会議を置き、総会の設立方針に基づいて活動の計画・実行・運営を行います。 

２ 運営会議の議長は、代表のうち一名がこれにあたります。 

３ 運営会議は、総会で承認または、代表が承認した運営委員で構成します。 

４ 運営会議は、代表の招集により原則月一回開催され、必要に応じて追加開催されます。 

５ 運営会議の議決は、出席者の過半数の賛成をもって議決されます。 

６ この会の会員は、書面や電子メール、運営会議への参加などを通じて、意見を表明することが

できます。 

 

（事務局） 

第１０条 この会に事務局を置き、この会の運営に必要な事務および会計を担当します。 

 

第５章 会計 

（会計） 

第１１条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収入によって支弁されます。 

２ この会の経理は、設立総会において議決された方針に基づいて行われます。 

３ この会の決算は、会計監査を経て会員に報告されます。 

４ この会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わります。 

 

 

第６章 会則の変更 

 

第１２条 この会の会則を変更する場合は、総会の議決によります。 

 

第７章雑則 

（細則） 

第１３条 この会の会議及び活動の報告に関することは、電子メールやファックス、ホームページなど

の手段で発信され、会員と共有します。 

 

制定 ２０１２年 ７月８日 

改正 ２０１２年１０月８日  
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