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北海道冷凍空調設備工業会技能士会会則 
 

第１章 総 則 
 第１条 （名 称）本会は北海道冷凍空調設備工業会技能士会（略称 道冷工技能士会）といい、 

北海道冷凍空調設備工業会（略称道冷工）技術法制委員会の傘下に位置づける。 
第２条 （事務所）この会の事務所を、札幌市中央区大通西１８丁目１番地２７山京大通りビル 

３０２号北海道冷凍空調設備工業会（略称 道冷工）内におく。 
第３条 （目 的）この会は、冷凍空気調和機器施工技能の研磨と資質の向上に努め、技能士の社   

会的地位の向上を図るとともに、社会の発展に寄与する事を目的とする。 
第４条 （事 業） この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

   ○1  冷凍空気調和機器施工技能士の地位向上に関すること。 
   ○2  技能士資格者の処遇確保、技能士重用制度の推進に関すること。 
   ○3  冷凍空気調和機器施工技能の調査研究に関すること。 
   ○4  技能検定制度に対する協力支援 
   ○5  関係官庁団体等との連絡調整 
   ○6  その他、この会の目的達成のために必要な事業に関すること。 
 

第２章 会 員 
第５条 （会員の種別） この会の会員は、次の１種とする。 
  ○1  正会員 
第６条 （会員の資格） この会の会員は北海道冷凍空調設備工業会の会員企業に所属する技能士と    

し、会員の資格は次の通りとする。 
  ○1  正会員は、技能士資格を有する者で会の目的に協力しようとする者。 
第７条 （入 会） 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承    

認を得なければにらない。 
第８条 （会 費） 正会員は、次に定める会費を納入しなければならない、会費の変額は総会にお  

いてさだめる。 
  ○1  正会員の会費は年額２，０００円とする 
第９条 会員は、次の事項に変更があった場合は、ただちに会長に届け出なければならない。 
  ○1  所属会社 
  ○2  自宅住所 
  ○3  氏  名 
  ○4  電話番号 
第１０条 （退 会） 会員は退会しようとする時は、書面でその主旨を会長に届け出なければなら

ない。 
第１１条 （除 名） この会の次の各号の一に該当する行為があるときは、総会において４分の 3

以上の議決により除名する事ができる。ただし、総会の議決前に、その会員

に弁明する機会を与えなければならない。 
  ○1  この会の創立の主旨に反する行為をしたとき。 
  ○2  会費の納入その他、会員の義務に違反したとき。 
  ○3  この会の名誉を毀損し、または、信用を損なう行為をしたとき。 

 第１２条 （会費等の不返還） 退会し、または、除名された会員が既に納入した入会金、会費その

他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。 
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第３章 役員等 
 第１３条 （役 員） この会に次の役員をおく。 
   ○1  会 長 １名 （道冷工技術法制委員長が兼務する） 
   ○2  副会長 若干名 
   ○3  理 事 若干名（内１名を専務理事・・・道冷工専務理事が兼務する） 

○4  監 事 若干名 
 第１４条 （役員の選任） 
   ○1  この会の役員は、会総会において、副会長・理事（専務理事を除く）・監事を選出する。 
   ○2  副会長は理事の互選で行う。 
   ○3  理事及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。 
 第１５条 （職 務） 
   ○1  会長は、この会を代表し、会務を総括する。 

○2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があら

かじめ定める順位に従いその職務を代行する。 
○3  専務理事は、会長および副会長を補佐し、この会の業務を執行する。 
○4  理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 
○5  監事は、民法５９条に規定する職務を行う。 

 第１６条 （役員の任期） 
   ○1  役員の任期は、２年とする。ただし補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

○2  役員は、解任される事がある。 
○3  役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 第１７条 （役員の解任） 役員に、次の各号の一つに該当する事由があったときは、総会において

3 分の２以上の議決により、解任することが出来る。 
   ○1  心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。 

○2  職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。 
○3  前項の規定により、役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するととも

に、その役員に解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 
 第１８条（事務局） 
   １．この会の事務を処理するため、事務局を道冷工事務局内におく。 
   ２．事務局には職員若干名を起き、会長がこれを任命する。 
   ３．事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 
 
第４章 会 議 
 第１９条 （種 別） この会の会議は、総会及び理事会の２種とし、総会は通常総会及び臨時総会

とする。 
 第２０条 （構 成） 
   １．総会は、正会員をもって構成する。 
   ２．理事会は、理事をもって構成する。 
 第２１条（権 限） 
   １．総会は、この会則に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。 
   ２．理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
    ○1  総会に付議すべき事項。 

○2  総会の議決した事項の執行に関する事項。 
○3  その他総会の議決をしない会務の執行に関する事項。 
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 第２２条 （開 催） 
   １．通常総会は、毎年１月または２月に開催する。（道冷工通常総会開催時に開催） 
   ２．臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 
    ○1  会長または理事会が必要と認めたとき。 

○2  正会員の３分の１以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 
○3  民法第５９条第４号の規定に基づいて、監事が招集するとき。 

３．理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 
 ○1  会長が必要と認めたとき。 
○2  理事の３分の１以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 

 第２３条 （招 集） 
   １．会議は、会長が招集する。 

２．会長は、前条第２項及び第３項の規定による請求があったときは、その請求があった日から

３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
３．会長は、前条第３項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から１４日以内

に理事会を招集しなければならない。 
 第２４条 （議 長） 
   １．総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 
   ２．理事会の議長は、会長がこれにあたる。 
 第２５条 （定足数） 会議は、その会議の構成員の２分の１以上の出席が無ければ開催することが

出来ない。 
 第２６条 （議 決） 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは議長の決するところにする。 
 第２７条 （書面表決等） 止むえない事由のため、会議に出席できない正会員または理事は、あら

かじめ通知された事項について書面をもって表決し、またはほかの構成員を

代理人として表決することが出来る。この場合、前２６条の規定の適用につ

いては出席したものとみなす。 
 第２８条 （議事録）  

１．会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
 ○1  日時および場所 
○2  正会員または理事の現在数 
○3  会議に出席した正会員または理事の数及び氏名（書面表決者及び表決委任者を含む） 
○4  開催非目的、審議事項及び議決事項 
○5  議事の経過の概要及び結果 
○6  議事録署名人の選任にかんする事項 

２．議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２名以上が署名しなけれけ 
ならない。 

 

第５章 資産及び会計 
 第２９条 （資産の構成） この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
    ○1  設立当初の財産目録に記載された財産。 

○2  入会金及び会費。 
○3  寄付金。 
○4  事業に伴う収入 
○5  資産から生じる収入。 
○6  その他の収入 

 第３０条 （資産の管理） この会の資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。 
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 第３１条 （事業計画及び予算） 会長は、事業計画及び収支予算を作成し、毎会計年度開始前に、

総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 
 第３２条 （事業報告及び収支決算） 会長は、毎会計年度終了後２ケ月以内に、次に掲げる書類を

作成し監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 
○1  事業報告 
○2  収支決算書類 
○3  財産目録 

 第３３条 （報 告） 会長は、法令の定めるところにより、主務官庁に所定の報告書等を提出しな

ければならない。 
 第３４条 （余剰金）毎会計年度の決算の結果、余剰金を生じたときは、総会の議決を得てその金額

を翌年度に繰り越すものとする。 
 第３５条 （会計年度及び事業年度）この会の会計年度及び事業年度は、毎年１１月１日に始まり翌

年１０月３１日に終わる。 
 
第６章 会則の変更及び解散 
 第３６条 （会則の変更） この会則は、総会において、正会員の４分の３以上の議決を経て、かつ、

主務官庁の認可を得なければ変更することが出来ない。 
 第３７条 （解散及び残余財産の処分） 

１．この会は、民法第６８条第１項第２号から第４号まで、及び同上第２項の規定により解散す

る。 
２．総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の４分の３以上の議決を得なければならない。 

 

第７章 雑 則 
 第３８条 （委 任） この会則の施行について必要な事項は、会則に定めるもののほか理事会の議

決を経て会長が別に定める。 
 

附  則 
１．この会則は、平成２１年１月２３日より施行する。 
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入  会  申  込  書 
 

  北海道冷凍空調設備工業会 

    技能士会  会  長 殿 

 

平成   年   月   日 
 

                     氏  名              印 

 
北海道冷凍空調設備工業会技能士会に入会致します。 

 
自 宅 住 所 

 

〒 

自宅電話番号  

技 能 士 番 号  

社 名  
 

代 表 者 印 

住 所 〒 

 
 
 

所 属 会 社 

電 話 番 号  

 


