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定款 
 

 

序文 

日独産業協会（以下、当協会とする）は、ドイツ連邦共和国と日本国との関係を深めることを目的

とし、日独共通の利益の対象となる問題についての情報交換及び対話の基盤を提供する。これ

により当協会は両国間の相互理解を深め、協力関係を見出し、あるいは容易にすることを試み

るものである。 

 

第一章 名称、所在地、業務年度 

第 1条 当協会は、「日独産業協会（DJW）」とし、社団登記簿に登録される。登記上の名称

は社団法人日独産業協会（DJW）と表示する。 

第 2条 当協会の所在地はデュッセルドルフとする。 

第 3条 事業年度は暦年とする。 

 

第二章 目的、事業、公益性 

第 1条 当協会はドイツ連邦共和国と日本国との間の国際理解の推進を目的とする。定款

の目的は情報提供、特に両国の固有の見識を提示することを通じて人々の理解を

図り、相互理解の向上に努める措置によって実現されるものとする。具体的には、

相手国における企業活動にとって必要な経済的、政治的そして文化的枠組みのよ

りよい理解へと導く、催事の開催や出版物の発行、共同プロジェクトの実施などで

ある。 

第 2条   当協会の目的は特に以下の項目によって達成される。 

a) 両国で対面式またはデジタルイベント形式でイベントを開催する。 

b) 有益な情報収集、独自の出版物の発行と各種問い合わせに対する回答 

c) 情報提供と会員並びに本社団活動内容に興味を持つ者が有する両国固有の

見識の交換 

d) 日独関係の促進に携わるその他の機関、商工会議所、官庁との協力 
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第 3条 当協会はドイツ連邦共和国の税法で規定される「税制上の優遇措置を受けるための目的」という

意味での公共的な目的のみを直接追求するものであり、非営利団体である。自己の営利目的の

活動は行わないものとする。資金および場合よって起こりうる余剰資金は定款にのっとった目的の

ためにのみ使用されるものとする。 

第 4条 当協会はこの定款に従った活動を自身で行い、自身で活動を遂行しない場合においては、補助動

員を利用したり、当協会の目的にかなった措置を実現できる場合には、資金を同様な税制上の優

遇措置を受けた団体に提供することができる。 

第 5条 個人あるいは法人は、当協会の目的に反する支出や、極端に高額な後援金、贈与や報酬によっ

て優遇されてはならない。会員は会員資格を理由に利益配当金やその他の贈与を受け取っては

ならない。 

 

第三章 会員資格 

第 1条 会員資格は任意である。当協会の目的を支援する意志を持ついかなる個人や法人も会員になる

ことができる。入会資格の取得の諾否は、理事会が決定する。入会が許可された会員は、書面で

入会受理確定を通知する。入会申請が拒否された場合、申請を行なう自然人または法人に対して

は、理事会よりその拒否理由を記した書面が提供されるものとする。入会を希望する自然人また

は法人は、入会拒否の決定を受けてから 2 週間以内に、会員が次回の会員総会（対面式、デジタ

ル式を問わず）でその人物または法人の入会可否について決議することを書面で要請する権利を

有す。入会を希望する者は、この請求を理事会に提出しなければならない。尚、理事会会員であ

れば、どの理事であってもこの申請を受理することができる。 

第 2条 会員資格は正会員、あるいは特別会員として取得することが可能である。会員総会の決定に基づ

き名誉会員をおくこともできる。 

第 3条   正会員の年会費額は会員総会を通じて決定される。また、会費規定も会員総会において決定され

る。この会費規定は定款と同順位の位置付けを有するものとする。会費規定において会費に関す

る規定料金水準の枠組みが示されている限り、理事会は金額の具体的な設定に際して会員規定

に定められた規定を勘案し、各会員との間での合意の上、最終的な会費金額を決定することがで

きるものとする。 

第 4条 名誉会員は会員費支払義務を免除される。 

第 5条 会員は会員資格を退会、除名、死亡または会員である法人に関する破産手続きの開始により喪

失する。当協会からの退会は理事会または事務局に毎年業務年度末 3 ヵ月前までに書面にて届

けられなければならない。 

        会員が当協会定款に違反した場合、とりわけ書面による勧告が行われてから 3 ヵ月超経過してい

るにもかかわらず会費納入の義務を怠った場合、あるいは当協会の名声を甚だしく傷つけた場

合、当協会はこの会員を理事会の決定により除名することができる。理事会の決議の前に、当該

会員には弁明を行う機会が与えられる。この弁明は口頭もしくは書面により実施が可能である。除

名決定の送達後最長 4週間以内に会員は理事会宛の書留文書を送付することによって会員総会

への異議申し立てを行うことができる。この異議申立てがあった場合、この申立てが行われた後の

総会（対面式・デジタル式を問わず）において、単純多数決によりその会員の除名可否を決定す

る。この会員総会の際、当該会員は、告発された内容について口頭にて弁論する権利を有する。 
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第四章 組織 

当協会の組織は以下のように構成される。 

a) 会員総会 

b) 理事会 

c) 理事長及び理事長代理 

d) 事務局長 

 

第五章 会員総会 

第 1条  通常会員総会は年に一回対面式またはデジタル形式にて開催される。招集は書面またはテキスト

形式で行われる。これは、電子メールまたは通常の手紙で行うことができる。電子メールアドレス

への送付にて招集が実施される場合、会員に対する総会の招待及び理事会のその他全ての詳細

の通知は、会員が理事会に最後に連絡した電子メールアドレスに送ることで行うことができる。招

待状には、総会で取り扱われるべき議題の項目と、理事会による議題の各項目に関する説明を記

載しなければならない。 

第 2条  会員総会は対面式またはデジタル形式にて、会員の出席義務のない形で開催することができる。

どの形式で会員総会を開催するかの決定は、理事会の判断に委ねられる。デジタル形式による会

員総会は、対面式による会員総会と同等の価値を持つ。ただし、当協会解散の際にはデジタル形

式での会員総会実施は認められない。デジタル形式による会員総会は、ビデオ会議にて開催され

る。この場合、会員は個別に電子招待状とアクセス権限を受け取る。デジタル形式による会員総

会に関するその他の条件は総会に関する会則に準拠する。デジタル形式での会員総会にて選挙

が行われる場合は、理事会は、議題の個々の項目について会員による無記名投票または公開投

票がテクニカルな実務面で問題なく実施されることを保証しなければならない。さらに理事会は、そ

のような選挙の実施、投票の集計、投票結果の確定が同様にテクニカルな実務においても問題な

いことを保証しなければならない。 

第 3条   会員総会は出席した会員数にかかわらず定足数を構成する。会員総会は理事会会員 1名を議長

として進行される。この理事会会員は、会員総会の議長の役割を第三者に委任することができる。 

第 4条 理事会は必要があると認められた場合、あるいは理事会に対し書面またはテキスト形式にて会員

総数の 5分の 1以上の要求があった場合には、臨時会員総会を招集できる。臨時会員総会の招

集要求は、理事長または事務局長に送付されなければならない。招集期限は 2週間とする。これ

は、会員総会開催が対面形式であるか、デジタル形式であるかに関わらず適用される。 

第 5条   会員総会決議事項は以下のとおりである。 

a) 年次報告の承認と理事の任免 

b) 正会員に対する会費の決定 

c) 理事の選出及び招集 

d) 名誉理事長の選出 
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e) 定款の変更と当協会解散に関する決定 

f) 名誉会員の選出 

g) 会計・出納監査人の選出 

第 6条 招待状で通知された議題を超える会員総会決定事項の受理に関しては会員総会での有効投票の

過半数の多数決によって決定する。棄権は無効票とみなされる。定款の変更については、有効票

の 4分の 3以上の多数を持って決定する。 

第 7条 決定は総会または成立の場所、時間及び投票結果を議事録に記さなければならない。議事録は

理事会会員のいずれか 1名が作成し、署名しなければならない。 

 

第六章 理事会 

第 1条  理事会は理事長、副理事長ならびにその他の少なくとも 3 名の理事、そして場合により名誉理事

長によって構成される。理事は当協会会員でなければならない。理事は最低 1年間、最高 5 年間

の任期で選出される。総会前に任期満了を迎えた場合、理事は次の総会まで在任する。 当協会

実務の継続可能性を確保するために、理事会は任期中に理事を新しく選出することができる。新し

く選出された理事は次の会員総会で出席している会員によって承認される必要がある。 

第 2条 法律や会員総会定款によって活動が留保されていない限り、理事会は本社団の全ての活動に携

わる。理事会は特に会員総会の準備、次年度に向けての年次予算案作成、年次報告作成、会員

総会における決定事項の実行、会員受け入れについての決定等の業務を担う。 

第 3条 理事会は日常の業務管理を遂行するに際し、事務局長の支援を受けることができる。 

第 4条 名誉理事長には、本会の理事として功労のあった人物、もしくはその他の方法により本会の活動

に尽力した人物が選任される。理事会が名誉理事長を提案し、会員総会にて選出される。名誉理

事長の任期に期限はない。名誉会長は、理事会においては議決権を持たないが、会員総会にお

いては、名誉会長が協会の会員である限り、投票権を持つ。名誉会長は、理事会の諮問役として

の役割を担う。また、名誉理事長は理事会及び場合によって任命された事務局長による報告に引

き続き関与する。 

第 5条   理事会は理事長（理事長不在の場合には理事長代理）によって召集された集会において決議を行

う。理事会は 1 週間の期限で招集される。通常、議題が召集の際にあわせて通知されるものとす

る。理事会は少なくとも投票権のある理事の 2 名が出席していれば決定を下すことができる。決定

は有効票数の過半数の多数決によってなされ、同数の場合には理事長（不在の場合は最年長の

理事長代理）の票によって決まる。その他の点に関しては第 5 章の 6 条が適用される。 

第 6条   理事会は、毎年当協会の年次決算書を作成する。 

 

第七章 理事長と理事長代理 

第 1条 理事会はその中から理事長と理事長代理を選出する。理事長が議事規定を定めることができる。 

第 2条 当協会は、理事長、または他の理事 1 名といういずれもそれぞれ代表権を持つ理事会メンバーに

よって対外的に代表される。 

 

mailto:services@djw.de
http://www.djw.de/


NETWORKING  |  INFORMATION  |  BUSINESS  5 

 

 

Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis e. V. (DJW) 
Graf-Adolf-Straße 49 
40210 Düsseldorf, Germany 

電話: +49 (0)211 - 99 45 91 91 
Fax: +49 (0)211 - 99 45 92 12 
services@djw.de  |  www.djw.de 
 

 

ドイツ国内口座 
Deutsche Bank AG, Düsseldorf 
IBAN: DE62 30070024 0200453900 
BIC/SWIFT: DEUTDEDBDUE 

日本国内口座  

みずほ銀行（0001）  

東京中央支店（110）• （普）2550613  

口座名義：ニチドクサンギョウキョウカイ （DJW） 

 

  

第 3条 理事会は、委任状を付与することにより、事務局長に法的委任を行い、事務局長が理事会に代わ

って当協会の日常的な管理業務を行なえるようにすることができる。 

 

第八章 会計・出納監査人 

会員総会で会計・出納監査人を選出する。会計・出納監査人は 2 年間の任期で選出される。会計・出納監査

人の任務は、発生した費用の種類と金額について、当協会の年次会計が協会の目的に適しているかを監査す

ることにある。会計・出納監査人は会員総会で、会計・出納監査について口頭または書面にて報告を行い、必

要であれば、会員総会に対し、理事会の承認決定勧告を行うものとする。 

 

第九章 顧問会 

理事会は諮問機関として顧問を置くことができる。この顧問会の会員として当協会の活動に関して高い見識を

有する、あるいはその他の方法によって日独の協力と理解に尽力している人物を迎えることができる。 
 

第十章 分科会 

第 1条 当協会は個別の関心事項に対応するため、日独の経済状況における複雑なテーマや問題を議論

するための分科会を組成することが出来る。 

第 2条 分科会では、会員や DJWに興味のある人々が集まって、事務局とも密接に連携しながら、テーマ

の設定やイベントの開催、協会のデジタルインフラの活用等を推進することが出来る。 

第 3条 分科会は、会員総会において作業結果や今後のプロジェクトについて報告することが出来る。 

 

第十一章 当協会の解散 

第 1条 解散決議は出席会員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。棄権と無効票については決議の対象

としては考慮されない。当協会の解散決議においては、デジタル形式による会員総会開催は認め

られない。 

第 2条 その他特筆すべき決定がなされていない限り、理事長は唯一の代表権のある清算人になる。 

第 3条 当協会の解散、閉鎖、あるいは従来の目的廃止の際には、当協会の資産は公益財団「ノルトライ

ン・ヴェストファーレン州独日文化育英会」に帰属し、公益目的にのみ利用されるものとする。 

 

 

 

デュッセルドルフ、2021年 4 月 26 日 

 

定款改訂  2002年決議 

   2007年4月25日 第一回改訂 
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   2021年4月26日 第三回改訂 
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