
 

 

第 3 回上田高校吹奏楽団 OB 会設立準備委員会  

議事録 

 

日時：平成 25年 10月 13日（日） 

13時～16時 

場所：ルノアール新宿区役所横店会議室  

内容：自己紹介 

配布資料の説明と話し合い 

今後の予定について 

懇親会 和民にて、16時 30分～18時 30分 

 

〈配布資料〉 

OB会会則(修正案) 

OB会組織図(案) 

準備期間・第 1期業務計画、スケジュール(案) 

準備期間・第 1期予算(案) 

個人情報保護法について 

 

〈出席者〉 

58期 1名      

60期 2名 

62期 2名      

81期 1名 

108期 1名     

109期 3名 

110期 1名 

 



  誤植や会則の文言について指摘のあった箇所は訂正しました。 

 

 

 

上田高校吹奏楽団 OB会「松奏会」会則(修正案) 

第１章 総 則  

（名称） 

第１条 本会を、「松奏会（仮）」（以下「本会」という）と称する。 

 

（事務局） 

第２条 本会は、事務局を上田市大手 1‐9‐8上田高校同窓会館におく。 

 

（目的） 

第３条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に現役吹奏楽団の発展に寄与し、活動を通じ地域の音楽文化の発展

に寄与することを目的とする。 

 

（活動及び事業） 

第４条 本会の目的を達成するため、以下の活動及び事業を行う。 

（1） 会員相互の親睦を図るための活動 

① 会員名簿の作成 

② 会誌の発行 

③ 各種演奏会の開催 

④ ホームページの開設、運営 

（2）現役吹奏楽団の活動に対する協力、援助 

① 会員によるクリニック 

② 合同演奏会等による協力 

③ 運営費等の資金的援助 他    ③運営費等の資金的援助は明記しないほうがよいか？ 

（3）地域の音楽文化発展に寄与するための活動 

① 会員だけに留まらず、地域に対する演奏会等を企画、開催する。 

② 地域の各種催事等に積極的に参加する。 

 

第２章 会 員 

（会員の種類） 

第５条 本会の会員の種類は、以下のように定める。 

（1）正会員       上田高校吹奏楽団に在籍した卒業生。 

（2）名誉会員      上田高校吹奏楽団の歴代顧問の先生。 

（3）賛助会員      本会の活動、発展に特別に寄与した人。  (3)会社が該当する場合は、その会社

の代表取締役を賛助会員とする。 

第３章 役 員 



(役員) 

第６条 本会は会務運営に当たる者として以下の役員を置く。 

(1)会長    1名    本会を代表し、会務全般を統括する。 

(2)副会長    若干名   会長を補佐し、会長に支障ある時は会長職務を代行する。 

(3)幹事長    1名    執行機関及び学年幹事を統括する。 

(4)常任幹事   若干名   事務担当・経理担当および広報担当・催事担当のなどの事業業務を担当する。 

 

 (役員の選出) 

第７条 本会は下記の方法にて役員の選出を行う。 

(1) 会長・副会長     全ての正会員の中から幹事会において推薦した人。 

(2) 幹事長        常任幹事の中から推薦し会長が選任する。 

(3) 常任幹事       幹事の中から適任者を会長が選任する。 

(4) 幹事         各年卒業生より推薦された若干名の人。 

(5) 顧問         すべての正会員の中から会長が選任する。 

(6) 監査役        すべての正会員の中から幹事会において推薦した人。 

 

第８条 役員の選出方法はそれぞれ異なるが、総会の承認を経て役員として選出された者とする。 

第９条 役員の任期は 2年とし、その再任を妨げない。 

 

第４章 会 議  必ず幹事会を経て総会へ持ち込む。総会の前には定例幹事会を行う。 

(総会) 

第１０条 総会は本会の全会員が参加する最高議決機関であり、下記の事項を行うものとする。 

(1) 会務の報告の承認 

(2) 事業計画の承認 

(3) 予算・決算の審議と承認 

(4) 役員の選任の承認 

(5) 会則改正案の審議と承認 

(6) その他本会に関する重要事項の審議と承認 

2．総会の開催、召集は会長が行い、会議の議長を務める。 

3．全会員又は役員の 2分の 1以上の同意があった時は、会長は臨時総会を開催しなければならない。 

4．総会は 1か月以上前に全会員に通知し、その出席者をもって成立する。 

 

(幹事会) 

第１１条 幹事会は役員会によって構成される総会に次ぐ議決機関であり、下記の事項を行うものとする。 

(1) 会長・副会長・監査役の推薦 

(2) 事業計画、予算、決算等常任幹事会から提出された議案の審議 

2．幹事会の開催・招集は会長が行い、総会前に定例会を行う他、必要に応じて臨時会を行う。 

 

(常任幹事会) 

第１２条 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事及び学年代表幹事によって構成され、本会の執行

機関として下記の事項を行うものとする。 



(1) 事業、行事の企画、運営 

(2) 名簿、会誌の企画、作成 

(3) 予算案、決算報告の作成 

(4) その他本会に関する重要事項の発議、検討 

2．常任幹事会の開催・招集は会長又は幹事長が必要に応じ行う。 

 

(議決) 

第１３条 各々の会における議決は出席者の過半数をもってする。 

 

第５章 会 計 

（会費・使途） 

第１４条 会費は年間 2,000円とし、毎年納入する。 

2．本会は会費を主たる財源とし、第 3条の目的のために使用する。 

 

（予算、決算） 

第１５条 事業計画に基づく予算案及び事業報告に基づく決算書は常任幹事会にて作成し、幹事会の審議を経て、

総会の承認を得る。 

 

（会計監査） 

第１６条 監査役を置き、諸帳簿及び金品を監査し、監査結果を総会にて報告、承認を得る。 

 

（会計期間） 

第１７条 本会の会計期間は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とする。 

 

第６章 会則改正、内規規定  

（会則の改正） 

第１８条 本会則の改正は総会の議決による。 

 

（内規の制定） 

第１９条 幹事会において、本会則に基づく運営上の内規を定めることができる。 

 

(会則の施行) 

第２０条 本会則は平成○○年○月より施行する。 

 

 

 

更に検討が必要な事項 

    ・「松奏会」に代わる良い名称はないか。 

・役員の任期は 2年で適当か。 

 ・年会費 2000円は適当か。 



 

 

 

「松奏会(仮)」組織図(案) 

 

 (名誉会員、賛助会員を除く) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 常任幹事は 25人程度。 

 会の運営を推進する。 

  

常任幹事、スタッフ幹事  

 全て含めて 70～100人を 

 想定している。 
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準備期間・第1期業務計画、スケジュール(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務計画 スケジュール 

業務内容、検討資料 準備期間 第1期 

(24.9～26.9) 26年度(26.10～27.3) 27年度(27.4～28.3) 

    

OB会設立主旨 24.9/9 仮幹事会   

OB会設立企画書 25.1/6 第1回準備委員会   

準備委員会業務内容    

OB会員リスト作成    

OB会則(案) 25.8/15 第2回   

OB会設立総会(案)    

OB会会則(修正案) 25.10/13 第3回   

組織・役員(案)    

業務計画、予算(案)    

設立総会企画(案) 25.12/14 第4回   

演奏会企画(案)    

設立総会制作物企画(案) 26.3/   第5回   

広告営業    

幹事就任依頼 26.6/   第6回   

組織・役員表作成    

設立総会案内 26.8/   第7回   

総会配布物作成    

    

特別会費徴収  26.10/  設立総会   

年会費徴収(総会後)      (幹事会)、演奏会  

   26.12/ 会誌第1号  

    

特別会費・年会費徴収   27.6/  第2回総会 

       (幹事会)、演奏会 

   27.9/  会誌第2号 



 

 

 

準備期間・第 1期予算(案)               (単位：千円) 

 

 

 

 準備期間 第1期 

  26年度(6ヶ月) 27年度(12ヶ月) 合計 

 (24.9～26.9) (26.10～27.3) (27.4～28.3) (26.10～28.3) 

     

収入の部     

     

繰越金  0 70  

     

年会費(200名)  2×200=400 2×200=400 800 

協賛金 100 100 200 300 

特別会費(200名)  6×200=1200 6×200=1200 2400 

広告費(総会)  200 200 400 

     (会誌)  300 300 600 

     

合計 100 2200 2370 4500 

     

     

支出の部     

     

会議費 30 30 50 80 

通信事務費 40 100 150 250 

発送費  80 80 160 

学生協賛金  100 100 200  

IT運営費 30 50 100 200 

交際費  20 30 50 

     

総会運営費  1200 1200 2400 

印刷物 他  200 200 400 

会誌製作費  300 300 600 

予備費  50 50 100 

     

合計 100 2130 2260 4390 

     

次期繰越金 0 70 110 110 



 

 

 

個人情報保護法について 

 

個人情報保護法と名簿作成配布に関する資料 

 

上田高校吹奏楽団 OB会の名簿は作成配布可能と思います。 

数十人の同好会の名簿などでも、個人情報云々の理由で作らない、作れないと言う話が出て、やらない方向にな

るのですが、5,000人以下の対象人員のものは問題ないようです。 

 

以下の消費者庁ホームページから関連する Q&Aを抜粋しました。 

http：//www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon―kaitou.html#5_4 

 

【質問 Qと答え A】 

 

Q2－12 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。  

 

A   個人情報保護法第４章から第６章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情

報データベース等を事業の用に供している者（民間部門）をいいます（法第２条第３項。Q1－4も参照）。 

  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計

が、過去６か月以内のいずれの日においても 5,000を超えない者は、除外されます。 

  

 

Q2－13 「個人情報取扱事業者」に該当しない小規模事業者は、個人情報保護法を守る必要はないのでしょう

か。 

 

A    事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計

が、過去６ヶ月以内のいずれの日においても 5,000 を超えない者は、個人情報取扱事業者から除外されます(Q2

－12参照）。これらの「個人情報取扱事業者」から除外される者（たとえば一般私人や小規模な事業者）につい

ては、法第４章から第６章の義務は課せられません。 

  しかし、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に

取扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」（法第３条）という

個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。 

  なお、事業分野によっては、各省庁の定めるガイドライン（Q1－5 参照）において、個人情報取扱事業者に

該当しない事業者に対してもガイドラインの遵守を求めている場合があります。 

 

Q2－14 複数のデータベースで個人データを管理している場合、個々のデータベースを構成する個人情報の数

が 5,000を超えなければ、「個人情報取扱事業者」に該当しませんか。  



 

A   5,000を超えるかどうかは、その事業者が管理するすべての個人情報データベース等によって識別さ

れる個人の数の総和で考えます。ただし、同一人物が含まれる場合、重複分は除きます。 

  例えば、ある事業者が顧客データを 4,000 人分、従業員データを 3,000 人分有しており、そのうち同一人物

が 100人分含まれる場合、4,000人分＋3,000人分－100人分＝6,900人分となり、「個人情報取扱事業者」に該

当します。 

 

 

 

Q5－15 個人情報保護法ができたことにより、学校や地域社会において名簿を作成・配布することはできなく

なったのですか。   

 

A    そういうことはありません。 

 個人情報保護法の義務規定の対象である個人情報取扱事業者（Q1－4、Q2－12 参照）は、個人情報の適正な

取得や利用目的の通知等のルールを守れば、本人の同意なく各種名簿を作成すること自体は可能です。これを配

布するときに本人の同意が必要になります。具体的な手続きの例などについては、Q5－6をご参照下さい。 

 

Q5－6 名簿を配布するには、どのようにすればよいですか。   

 

A  個人情報保護法の義務規定の対象である個人情報取扱事業者（Q1－4、Q2－12 参照）は、以下のいずれか

の手続きを行えば、名簿を配布（つまり第三者提供）することができます。 

 

 (1) 配布する際に本人の同意を得る場合  

 (例) 個人情報取扱事業者である私立学校においてクラス名簿や緊急連絡網などを配布する場合。 

  入学時や新学期の開始時に、「生徒の氏名、住所など学校が取得した個人情報については、クラス名簿や緊急

連絡網として関係者へ配布する」ことを明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらう。 

 ※ 例えばクラス全員から同意が得られなかった場合にも、同意を得ることができた人のみを掲載した名簿の配

布はできます。 

 

 (2) 同意に代わる措置を取る場合（Q5－15も合わせて参照） 

  以下の(i)～(iv)について、あらかじめ、1)又は 2)のいずれかの措置を取った上で、作成した名簿を配布するこ

とができます。 

 1) 本人に郵便、電話、電子メール等で通知する  

 2) 事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載等によって、本人が容易に知ることができる状態に

置く 

  (i) 利用目的 （例 緊急連絡網として配布） 

  (ii) 名簿の内容 (例 氏名、住所) 

  (iii) 提供方法 (例 関係者へ配布) 

  (iv) 本人の求めにより名簿から削除すること  

※ この際、本人からの求めがあった場合には、名簿から削除しなければなりません。 

 

 



 

 

 

個人情報の保護に関する法律 

（平成十五年五月三十日法律第五十七号） 

 

最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号 

 

第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、

それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

２  この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げる

ものをいう。 

一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと

して政令で定めるもの 

３  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をい

う。ただし、次に掲げる者を除く。 

一  国の機関 

二  地方公共団体 

三  独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 （平成十五年法律第五十九号）

第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。） 

四  地方独立行政法人（地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百十八号）第二条第一項 に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。） 

五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令

で定める者 

４  この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

５  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、

利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が

明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定め

る期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 

６  この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

 

 

個人情報の保護に関する法律施行令 

（平成十五年十二月十日政令第五百七号） 

 

最終改正：平成二〇年五月一日政令第一六六号 

 

 

 内閣は、個人情報の保護に関する法律 （平成十五年法律第五十七号）第二条第二項第二号 、第三項第四号 及

び第五項 、第二十四条第一項第四号 、第二十五条第一項 、第二十九条第一項 及び第三項 、第三十七条第二



項 、第四十条第一項 、第五十一条 、第五十二条 並びに第五十五条 の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

（個人情報データベース等） 

第一条  個人情報の保護に関する法律 （以下「法」という。）第二条第二項第二号 の政令で定めるものは、こ

れに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができ

るように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

をいう。 

（個人情報取扱事業者から除外される者） 

第二条  法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成す

る個人情報によって識別される特定の個人の数（当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係

る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその

事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される

特定の個人の数を除く。）の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。 

一  個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの 

イ 氏名 

ロ 住所又は居所（地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。） 

ハ 電話番号 

二  不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入

することができるもの又はできたもの 

（保有個人データから除外されるもの） 

第三条  法第二条第五項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一  当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶお

それがあるもの 

二  当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれが

あるもの 

三  当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関と

の信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

四  当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序

の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 

（保有個人データから除外されるものの消去までの期間） 

第四条  法第二条第五項 の政令で定める期間は、六月とする。 

 

 

 

個人情報の保護に関する法律についての 

経済産業分野を対象とするガイドライン 

(平成２１年１０月９日厚生労働省・経済産業省告示第２号） 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf 

 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf

