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2019 G20 サミット市民社会プラットフォーム 

規約 

2018 年 6 月 19 日 施行 

 

（名称） 

第1条  

1. 本会の名称は、2019 G20 サミット市民社会プラットフォームとする。 

2. 本会の英語名称は、Japan Civil Society Platform for 2019 G20 Summit とする。 

 

（目的） 

第2条  

本会は、2019 年 6 月に開催される G20 大阪サミットに向けて、市民社会の声が反映され、2030 アジ

ェンダが掲げる「誰ひとり取り残さない社会」の実現に G20 が貢献できるよう、議長国である日本政

府を含む G20 各国政府に働きかけることを目的とする。 

 

（活動） 

第3条  

本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 

1. 2018 年の G20 ブエノスアイレスサミット、2019 年の G20 大阪サミットと閣僚会合、2020 年の

G20 サウジアラビアサミットに関連した国内外の取り組みについての情報収集・発信、イベント開

催および参加団体による活動支援。 

2. G20 大阪サミットおよび閣僚会合に関する日本政府と国内外 CSO との意見交換会の開催。 

3. G20 サミットで議論される分野別ワーキンググループへの参加および支援。 

4. G20 サミットの公式参画グループである「C20」の開催。 

5. G20 サミットに関心のある海外 CSO への情報提供および活動支援（CSO 戦略会議の開催など）。 

6. セクター間での恊働促進、他の公式参加グループ（B20、L20、S20、T20、W20、Y20）との連携。 

7. その他、前条の目的に資する活動。 

 

（活動期間） 

第4条  

本会の活動期間は、2018 年 6 月 19 日から 2020 年にサウジアラビアで開催される C20 までとする。 

 

（参加団体） 

第5条  

新たに本会の参加団体になろうとするものは、別に定める参加申込書を幹事団体会議に提出するもの

とし、以下の要件を満たし、入会が適切であると幹事団体会議が認める場合に、参加団体となること

ができる。ただし、参加団体であっても以下の要件を満たさなくなった場合は、幹事団体会議が退会

を求めることができる。 

a. 日本において活動実績と拠点を有する CSO またはそれに準ずる組織であること。 

b. 本会の趣旨に賛同し、求めに応じて可能な範囲で一緒に行動する意向があること。 
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c. 団体名を当会のウェブサイトやパンフレットなどに掲載すること。 

 

（総会） 

第6条  

1. 総会は、参加団体で構成し以下の項目について審議し、決定する。 

a. 規約の承認および改正 

b. 幹事団体の選出および改選 

c. 活動報告および決算報告の承認 

d. その他幹事団体会議で必要と認めた重要事項 

2. 総会は参加団体の過半数の出席（委任状の提出または書面や電磁的表決を含む）により成立する。 

3. 総会の議決は、出席した参加団体の過半数の賛成（委任状の提出または書面や電磁的表決を含む）

をもって決定する。 

4. 総会は、本会の活動期間中に開催し、本会の代表が招集する。 

5. 総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 

a. 幹事団体会議が必要と認め、招集の請求をしたとき 

b. 参加団体の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して開催請求があったとき 

c. 監事が招集したとき 

 

（幹事団体） 

第7条  

1. 本会に 3 団体以上 10 団体以内の幹事団体を置く。 

2. 幹事団体は、総会において、参加団体から選出する。ただし、総会が開かれない期間に必要がある

場合、幹事団体会議がこれを行い、事後に総会の承認を得るものとする。 

3. 幹事団体の任期は本会の活動終了までとする。ただし、退任を希望する場合はこれを妨げない。 

 

（幹事団体会議） 

第8条  

1. 幹事団体会議は、幹事団体をもって構成し、以下の事項を協議し、決定する。 

a. 代表の選出 

b. 活動計画および予算の承認 

c. 第７条の２に基づく幹事団体の選出および改選 

d. 本会の運営に関し必要な事項 

2. 本規約に定めるものの他、幹事団体会議の運営に必要な事項は、幹事団体会議において定める。 

3. 幹事団体会議は、幹事団体の過半数の出席（委任状の提出または書面や電磁的表決を含む）により

成立する。 

4. 幹事団体会議の議決は、出席した幹事団体の過半数の賛成（委任状の提出または書面や電磁的表決

を含む）をもって決定する。 

5. 幹事団体会議は本会の活動期間中、幹事団体が必要と認めたときに開催する。 

 

（代表） 
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第9条  

1. 本会は、2 名以内の代表を置くこととする。 

2. 代表は、幹事団体会議において選任する。 

3. 代表の任期は本会の活動終了までとする。ただし、退任を希望する場合はこれを妨げない。 

 

（事務局） 

第10条  

1. 事業の円滑な実施運営のために、幹事団体会議は事務局を置くことができる。 

2. 幹事団体会議は、必要に応じて事務局長を置くことができる。 

 

（国際連携委員会） 

第11条  

1. 国際連携事業の円滑な実施運営のため、幹事団体会議は国際連携委員会を置くことができる。 

2. 国際連携委員会は、G20 サミットで議論される分野別ワーキンググループへ参加し、また、本会の

参加団体によるワーキンググループへの参加を支援する。 

3. 幹事団体会議は、必要に応じて国際連携委員会委員長を置くことができる。 

 

（監事） 

第12条  

1. 本会の活動および財務状況を監査するため、1 名以上の監事を置く。 

2. 監事は、幹事団体会議において選任する。 

3. 監事の任期は本会の活動終了までとする。ただし、退任を希望する場合はこれを妨げない。 

 

【組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規約の改正） 

第13条  

本会の規約は、総会の決議により改正することができる。 

 

（解散時の財産） 

第14条  

本会が解散したときに残存する財産は、総会で議決したものに譲渡するものとする。 

 

（法の遵守） 

代表 
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4 

第15条  

1. 本会および参加団体は、本会の運営および実施する事業に際して日本の国内法を遵守する。 

2. 参加団体が本会の運営および実施する事業に参加する際に、日本の国内法への違反が認められた場

合は、総会において除名を求めることができる。 

 

（附則） 

1. 本規約は、2018 年 6 月 19 日から施行する。 

2. 本会の呼びかけ団体は、次に掲げる団体とする。 

 

一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター 

一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク 

社会福祉法人 大阪ボランティア協会 

特定非営利活動法人 「環境・持続社会」研究センター 

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会 

特定非営利活動法人 気候ネットワーク 

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター 

東海市民社会ネットワーク 

特定非営利活動法人 日本 NPO センター 

 

3. 上記の規定に関わらず、本会の設立当初の代表および幹事団体は、次に掲げる個人および団体とす

る。 

 

代表： 

岩附由香 特定非営利活動法人 ACE 代表 

三輪敦子 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター 所長 

 

幹事団体： 

一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター 

一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク 

社会福祉法人 大阪ボランティア協会 

特定非営利活動法人 「環境・持続社会」研究センター 

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会 

特定非営利活動法人 気候ネットワーク 

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター 

東海市民社会ネットワーク 

特定非営利活動法人 日本 NPO センター 

 

以上 


