資料①
日本ＮＰＯ学会会則新旧対照表
改正後会則
第１章

総則

現行会則
第１章

改正理由等

総則

第 1 条（名称）

第１条（名称）

本会の名称は、日本ＮＰＯ学会（英語名：Japan NPO Research

同左

Association）とする。
第２条（目的）

第２条（目的）

・ＮＰＯ、ＮＧＯの概念の多様性、社会的企業の台頭及び非営

本会は、ＮＰＯ、ＮＧＯ、ボランティア、フィランソロピーな

本会は、ＮＰＯ、ＮＧＯ、ボランティア、フィランソロピーな

利活動全般を研究対象の視野に入れることを考慮した表現に

ど、民間非営利活動に関する研究及び活動成果の発表と交流、 ど、民間非営利活動に関する研究および活動成果の発表と交

改めるべきとの問題提起もあったが、より慎重に時間をかけて

教育の普及を行い、もって社会に貢献することを目的とする。 流、教育の普及を行い、もって社会に貢献することを目的とす

討議を重ねたいとの考えから今回の改正は見送る。

る。

・法令用語のルールによる修正（および→及び）。

第３条（事業）

第３条（事業）

法令用語のルールによる修正（および→及び、そのほか→その

本会は、次の事業を行う。

本会は次の事業を行う。

他）。

（1）研究⼤会及び講演会の開催

（1）研究会および講演会の開催

（2）機関誌、会員の研究成果の刊行及び配付

（2）機関誌、会員の研究成果の刊行および配付

（3）学会賞の選考及び授与

（3）学会賞の選考及び授与

（4）研究と教育の発展を図るための国際交流

（4）研究と教育の発展を図るための国際交流

（5）その他本会の目的を達成するために必要な事業

（5）そのほか本会の目的を達成するために必要な事業

第２章

第２章

会員

会員

第４条（会員）

第４条（個人会員）

・賛助会員には団体の加入も許容しているので、現行の表題「個

１

本会の会員は、次の２種類とする。

人」を削除する。

（１）個人会員

・個人会員のみを本学会の「社員」としているため、よりふさ

本会の会員は、次の２種類とする。

（１）正会員

本会の目的に賛同して入会した個人

（２） 賛助会員
又は団体

本会の事業を賛助するために入会した個人

（２）賛助会員
は団体

本会の目的に賛同して入会した個人
本会の事業を賛助するために入会した個人又

わしい字句として「正会員」と改める。以下関連条文において
同じ。

２

会員に関する細則は、会員総会の承認を得て別に定める。

・「会員細則」を下位規則として設けることとする。
・「会員細則」は会員に関する権利義務を規定するものである
から会員総会決議事項とする。

第５条（正会員の入会）

第５条（個人会員の入会）

法令用語のルールによる修正(もの→者)。

正会員として入会しようとする者は、入会届を会長に提出し、 個人会員として入会しようとするものは、入会届を会長に提出
理事会の承認を受けなければならない。

し、理事会の承認を受けなければならない。

第６条（賛助会員の入会）

第６条（賛助会員の入会）

賛助会員として入会しようとする者は、入会届を会長に提出

賛助会員として入会しようとするものは、入会届を会長に提出

し、理事会の承認を受けなければならない。

し、理事会の承認を受けなければならない。

第７条（会費）

第７条（会費）

１

１

会員は、会員細則に定める会費を納入しなければならな

い。
２

法令用語のルールによる修正（もの→者)。

・会費は会員細則において規定することする。

会員は、総会においてに定める会費を納入しなければなら

ない。
会員が納入した会費は、その理由を問わず、これを返還し

２

会員が納入した会費はその理由を問わず、これを返還しな

ない

い。

第８条（会員資格の喪失）

第８条（会員資格の喪失）

正会員及び賛助会員は、退会届を会長に提出し任意に退会する

個人会員及び賛助会員は、退会届を会長に提出し任意に退会す

ことができるほか、以下の事由によってその資格を喪失する。 ることができるほか、以下の事由によってその資格を喪失す
（1） 死亡（団体の場合は解散）

る。

（2） 3 年以上の会費の滞納

（１）死亡（団体の場合は解散）

（3） 総会において除名を決定した場合

（２）３年以上の会費の滞納
（３）総会において除名を決定した場合

第９条（懲戒）

第９条（懲戒）

・「除名」は会員の資格を剥奪する最も厳しい懲戒処分に当た

１

１

るため、総会の決議については「出席会員の３分の２」ではな

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の

決議によって、当該会員を懲戒することができる。ただし、除

決議によって、当該会員を除名又は懲戒することができる。た

く会員総数を分母とすることとする。

名する場合は、理事会の決議に加え、総会において正会員総数

だし、除名する場合は、理事会の決議に加え、総会において出

・本会の正会員総数及び過去の総会出席者数等を踏まえ、第 1

の３分の２以上の決議がなければならない。また、当該会員に

席会員の３分の２以上の決議がなければならない。また、当該

項の総会における「正会員総数の３分の２以上の決議」につい

対し、総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならな

会員に対し、総会で決議する前に弁明の機会を与えなければな

ては、規定の実効性を確保するため、総会を欠席した正会員の

い。

らない。

表決手続（他の正会員への表決の委任など実務上最も適当な方

（１）法令又は本会則若しくは本会の定める規則等に違反した

（１）法令又は本会則もしくは本会の定める規則等に違反した

法を含む）について、本条又は別途制定を検討中の懲戒細則に

とき。

とき。

明確に規定する必要があり、総会提出議案にはその旨を反映さ

（２）本会の名誉又は信用を傷つけ、又は目的に反する行為を

（２）本会の名誉又は信用を傷つけ、又は目的に反する行為を

せるものとする。

するなど、会員としての品位を損なう行為をしたとき。

するなど、会員としての品位を損なう行為をしたとき。

・懲戒は除名を含む処分であるため、第 2 項「除名以外の懲戒

（３）その他懲戒すべき正当な事由があるとき。

（３）その他懲戒すべき正当な事由があるとき。

の種別～」の「除名以外の」を削除する。

２

２

・法令用語のルールによる修正（もしくは→若しくは）。

懲戒の種別並びに懲戒手続きに関して必要な細則は、理事

会において別に定める。

除名以外の懲戒の種別並びに懲戒手続きに関して必要な

細則は、理事会で別に定める。

・下位規程の理事会への委任条項は「～に関して必要な細則は、
理事会において別に定める」と以下各条文において統一する。

第３章

総会

第３章

総会

第１０条（定時総会）

第１０条（定時総会）

・現条文では「本会則で定める者のほか、以下の事項について

１

本会は、毎年一回定時総会を開催する。

１

本会は毎年一回総会を開催する。

議決する」と規定しているが、現（１）及び（３）～（６）は

２

総会は、正会員をもって構成する。

２

総会は、個人会員をもって構成する。

すべて会則で規定しているので「本会則で定めるもののほか」

３

総会は、本会則で定める以下のもののほか、解散その他の

３

総会は、本会則で定めるもののほか、以下の事項について

には該当しないため修文が必要。

本会の運営に関する重要事項について議決する。

議決する。

・現（３）の「事業計画及び収支予算」については、理事会に

（１）本会則の変更

（１）本会則の変更

より決定し、総会への報告事項とするため削除（第２９条改正

（２）会員の除名

（２）解散

理由参照）。

（３）事業報告及び収支決算の承認

（３）事業計画及び収支予算

・現（６）の「会費の額」は新たに制定する「会員細則」にお

（４）役員の選任又は解任

（４）事業報告及び収支決算の承認

いて規定するため削除。

（５）会員細則の制定及び改廃

（５）役員の選任又は解任

・会員の除名は現行会則、改正細則とも総会の決議事項として

（６）顧問の選任又は解任

（６）会費の額

いるため、追加。

（７）その他運営に関する重要事項

・「会員細則」の制定、改廃を総会決議事項としたため（改正
会則第４条第２項）追加。
・本会則で規定されてここに記載されていない議決事項として
「顧問の承認」（改正・現会則とも第１７条）が規定されてい
るため追加。
・（２）の解散は、現行会則、改正細則ともに規定していない
ので号の規定からは削除し、新３項本文に含めて規定する。
・（７）の「その他運営に関する重要事項」は本会則で定める

具体的な事項ではなく、その都度重要と判断される事項である
ため、新３項本文に規定する。
第１１ 条（臨時総会）

第１１条（臨時総会）

・監事の会員総会招集権は、非営利組織の機関設計としては一

臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。

般的ではないことから、現行会則第３号は削除し、一定の事由

（１）理事会が必要と認めたとき

（１）理事会が必要と認めたとき。

がある場合において、理事会に対して総会の招集を請求する権

（２）正会員の５分の 1 以上から会議の目的を記載した書面

（２）会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面によ

利に代える。

によって開催の請求があったとき

って開催の請求があったとき。

なお、第１２条２項により、監事から請求があったときも会長

（３）第１７条第５項２号の規定に基づき監事より開催の請求

（３）監事から招集があったとき。

は総会を開催する義務があり、監事の権限を実質的に縮小する

があったとき

ものではない。

第１２条（総会の招集）

第１２条（総会の招集）

１

総会は、会長が招集する。

１

２

前条２号又は３号により招集の請求があった場合は、会長

る。

総会は、監事から招集があった場合を除き、会長が招集す

はその日から５０日以内に臨時総会を開催しなければならな

２

い。

から５０日以内に臨時総会を開催しなければならない。

３

総会を招集するときは、日時、場所、審議事項を記載した

３

・前条の改正に伴うもの

前条２号により招集の請求があった場合は、会長はその日

総会を招集するときは、日時、場所、審議事項を記載した

書面をもって、少なくとも２０ 日前までに通知しなければな

書面をもって、少なくとも２０日前までに通知しなければなら

らない。

ない。

第１３ 条（議長）

第１３条（議長）

総会の議長は、会長が行う。会長に事故あるときは副会長が行

同左

い、副会長に事故あるときは総会において選任した者が行う。
第１４ 条（議決）

第１４条（議決）

・現会則では、議長は最初の投票において議決権を行使し、さ

１

総会の議決事項は、本会則に特に定めがない限り、出席正

総会の議決事項は、本会則に特に定めがない限り、出席個人会

らに可否同数の場合採決権を行使することになる。こうした例

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

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

は、公益認定法の解釈でも、一人１票の原則に反し、無効であ

ところとする。

ころとする。

るとされている（平成 20 年 10 月 10 日内閣府公益認定等委員

２

前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わ

ることができない。

会「公益認定のための定款について」）。
この法理は、広く一人１票を原則とする社員総会全般に適用さ
れるものと解されるため、議長は最初の決議には議決に加わら
ないことを明記する

第 15 条（議事録）

第１５条（議事録）

総会の議事については、議事録を作成し、議長及び総会におい

総会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印する。 ないので、一般慣例に従って、総会で選定された議事録署名人

て選定された議事録署名人２名の合計３名が記名捺印する。

・議長一人の署名では、議事録の信ぴょう性を十分に担保でき

２名の記名押印を要件とする。
・なお、議事録を含む当学会の情報公開については、①公開対
象書類、②公開相手方（会員・一般社会）、③公開方法（ホー
ムページ、事務所備え置き閲覧、その他）、④公開期間（何年
間）を総合的に決定する必要があり、今後改めて詳細を検討す
ることとする。

第４章

役員等

第４章

役員

第 4 章に顧問規定を含むため章名を「役員等」とする。

第１６ 条（役員）

第１６条（役員）

・理事はあくまで現行会則１０条３項５号により、会員総会の

１

1

専決事項である。現行会則１６条第２項「投票により選出する」

本会に、理事１５名以上２５名以内、監事 1 名以上２名

本会に、理事１５名以上２５名以内、監事１名以上２名以

以内を置く。

内をおく。

という表現は不適切でありあくまで投票により選出された者

２

２

は候補者であることを明記する（新会則１６条の２第１項）。

理事のうち、各 1 名を会長及び副会長とし、必要により常

務理事若干名を置くことができる。

理事は、前任者の任期満了２か月前までに、普通会員の投

票により選出する。

・現行会則１６条６項「監事は会長が委嘱し」はガバナンス上

３

問題であり、「理事会が推薦し」と改める。この場合、文理上

投票によって選出された理事における互選によって会長

第１６条の２（選任等）

及び副会長各１名を選任する。

「理事会とは改選前の理事会」が「改選後の監事を推薦し」と

１

４

なる（新会則１６条の２第４項）。本来は監事候補者も投票に

理事は、第２項に規定する理事候補者選挙管理委員会が提

必要により理事の中から互選により常務理事若干名を置

出する理事候補者の中から、総会における決議によって選任す

くことができる。

より選出することが、より適切ではあるが、理事と監事に分け

る。

５

理事の選出手続きは、理事会において理事３名以上からな

て２回投票を実施することとなり、事務的負担が極めて過大と

る選挙管理委員会を設けてこれを実施するものとし、選挙の手

なるため、改選前の理事会が次期の監事を推薦し、総会で選任

理委員会を設けてこれを実施するものとし、選挙の手続きに関

続きについては、理事会において別に細則を定める。

する方法により、監査される者（改選後の会長）が監査する人

して必要な細則は、理事会において別に定める。

６

２

３

理事候補者の選出手続きは、理事３名以上からなる選挙管

会長、副会長及び常務理事は理事会の互選により選定す

る。
４
る。

監事は、会長がこれを委嘱し、総会の承認を得て選任する。 （監事）を推薦するという現行会則上におけるガバナンス上の
衝突を回避したものである。
・新会則第１６条の２第２項に定める選挙管理委員会の組織と

監事は、理事会がこれを推薦し、総会の承認を得て選任す

任務については、別途定める細則による。なお、今期の理事候
補者選挙を管理した選挙管理委員会は、同第１８条第 1 項に定
める再任が想定されない理事（連続３期務めた理事）により構
成された。

・法令用語のルールによる修正(おく→置く)。
・以上を修正しさらに、「役員の種類及び人数」と「選任手続
き」を二つの条に分ける。
・下位規程委任条項の統一
第１７条（役員の職務）

第１８条（役員等の職務）

・現行会則第３項「事務を分担する」は「業務を分担する」が

１

会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

１

会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

適切。

２

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会

２

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会

・現行会則第５項２号「総会を招集する」は「総会の招集を会

長が欠けたときは、その職務を代行する。

長が欠けたときは、その職務を代行する。

長に請求することができる」に改正。（第１１条の改正理由参

３

常務理事は学会の業務を分担する

３

常務理事は学会の事務を分担する。

照）

４

理事は、理事会を構成し、本会則及び理事会の議決に基づ

４

理事は、理事会を構成し、本会則及び理事会の議決に基づ

・現行会則第１８条第６項に規定する顧問は役員ではないた

き、本会の業務を執行する。

き、本会の業務を執行する。

５

５

監事は、理事会に出席するとともに、次に掲げる職務を行

め、改正会則第２０条で別に規定する。

監事は、理事会に出席するとともに、次に掲げる職務を行

う。

う。

（１）理事の業務執行の状況及びこの本会の財産の状況を監査

（１）理事の業務執行の状況及びこの本会の財産の状況を監査

する。

する。

（２）業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則定

（２）業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ

を総会に報告する。報告をするため必要がある場合には、会長

を総会に報告する。報告をするため必要がある場合には、総会

に総会の招集を請求することができる。

を招集する。

（３）理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、 （３）理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、
理事に意見を述べ、必要があれば会長に理事会の招集を請求す

理事に意見を述べ、必要があれば理事会の招集を請求する。

ることができる。

６

第１８ 条（役員の任期）

第１９条（役員の任期）

１

１

理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち

顧問は、本会の活動について助言を行う。

会長・副会長・常務理事・理事の任期は、２

・現行会則第１９条第１項の「会長・副会長・常務理事・理事
年とし再任

の任期は～」のうち、役付き理事の任期は理事としての任期に

最終のものに関する定時総会終結の時までとし、再任を妨げな

を妨げない。ただし連続４期務めることはできない。

合致しているため、「会長・副会長・常務理事」は削除する。

い。ただし連続４期務めることはできない。

２

・「２年とし」は任期の始期と終期が明確でなく極めて曖昧な

２

きない。

表現であるため、一般法人法や会社法の規定に倣い明確化し

３

た。

監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時総会終結の時までとし、ただし連続２

監事の任期は４年とする。ただし連続２期務めることはで

前２項において、前任者の任期の末日において後任の役員

期務めることはできない。

が選出されていないときは、前任者は、任期満了後においても、

３

新役員就任のときまでその職務を行わなければならない。

前 2 項において、前任者の任期の末日において後任の役

員が選出されていないときは、前任者は、任期満了後において
も、新役員就任のときまでその職務を行わなければならない。
第１９条（解任）

第２０条（解任）

・顧問の解任については、改正会則第２０条で規定する。

役員が、何らかの事由によってその職務の執行ができないと認

役員もしくは顧問が、何らかの事由によってその職務の執行が

・法令用語のルールによる修正（もしくは→又は）。

められるとき、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわ

できないと認められるとき、もしくは職務上の義務違反その他

しくない行為があったときその他正当な事由があるときは、事

役員としてふさわしくない行為があったときその他正当な事

前の弁明の機会を与えた上で、総会の議決により、これを解任

由があるときは、事前の弁明の機会を与えた上で、総会の議決

することができる。

により、これを解任することができる。

第２０ 条（顧問）

第１７条（顧問）

・現行会則第１８条第６項を改正会則第２０条第３項として規

１

本会に顧問を置くことができる。

１

本会に顧問を置くことができる。

定する。

２

顧問は、会長が推薦して総会において承認する。

２

顧問は会長が推薦して総会において承認する。

・現行会則第２０条で規定する顧問の解任は、改正会則第２０

３

顧問は、本会の活動について助言を行う。

４

顧問の解任については前条の規定を適用する。

条第４項で規定する。

第２１ 条（報酬等）

第２１条（報酬等）

１

役員及び顧問は、無報酬とする。

同左

２

役員及び顧問には、その職務を執行するために要した費用

を弁償することができる。
第５章

理事会

第５章

理事会

第２２ 条（構成）

第２２条（構成）

１

理事会は、理事をもって構成する。

１

理事会は、理事をもって構成する。

２

理事会の議長は、出席理事の意見を聞いたうえで理事会へ

２

理事会の議長は、出席理事の意見を聞いたうえで理事会へ

の第 1 項に定める構成員以外の者の出席を認めることができ

の第１項に定める構成員以外の者の出席を認めることができ

る。

る。ただし，出席者は議決権を有せず，必要に応じ議長は退席
を命じることができる。

第２３ 条（権能）

第２３条（権能）

理事会は、本会則で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決

同左

・第２項但し書きは当然のことであり削除した。

する。
（1） 総会に付議するべき事項
（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要しない業務の執行に関する事項

第２４ 条（開催）

第２４条（開催）

・現行会則第１８条第５項第３号及び改正会則第１７条第５項

１

理事会は、会長が必要と認めたとき、もしくは理事総数の５分

第３号において、一定事由ある場合、監事が理事会の開催請求

の 1 以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催

の１以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催

ができることを規定している。かかる請求があった場合、会長

の請求があったときに、会長又は請求した理事が招集して開催

の請求があったときに、会長が招集して開催する。

に理事会開催を義務付けるものとし、監事の実質的権限を確保

理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事総数の 5 分

する。

する。

２

・法令用語のルールによる修正（もしくは→又は）。

第１７条第５項第３号の規定に基づき監事から会議の目

的を記載した書面によって開催の請求があったとき、会長は理
事会を招集しなければならない。
第２５ 条（議長）

第２５条（議長）

会長・副会長に事故がある場合に加えて、不在のときも規定し

理事会の議長は、会長が当たる。会長に事故あるとき又は不在

理事会の議長は、会長が当たる。会長に事故あるときは副会長

た。理事会改選後の第１回理事会においては、会長・副会長が

のときは副会長が行い、副会長に事故あるとき又は不在のとき

が行い、副会長に事故あるときは、理事会において選任した者

常に不在であることを考慮したもの。

は、理事会において選任した者が行う。

が行う。

第２６ 条（議決等）

第２６条（議決等）

・議長一人の署名では、議事録の信ぴょう性を担保できないの

1

１

で、一般慣例に従って、総会で選定された議事録署名人２名の

理事会の議決は、理事現在数の過半数の理事が出席し、出

理事会の議決は、理事現在数の過半数の理事が出席し、出

席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決

席理事の過半数をもって決する。

するところとする。

２

２

して表決を委任することができる。この場合における前項の規

やむをえず理事会を欠席する理事は、他の理事を代理人と

やむをえず理事会を欠席する理事は、他の理事を代理人と

して表決を委任することができる。この場合における前項の規

定については、その理事は出席したものとみなす。

定については、その理事は出席したものとみなす。

３

３

印する。

理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び理事

理事会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押

会において選定された議事録書名人２名の合計３名が記名押

４

印する。

その議事の議決に加わることができない。

４

理事会の議決 について、特別利害関係を有する理事は、

理事会の議決 について、特別利害関係を有する理事は、

記名押印を要件とする。

その議事の議決に加わることができない。
第２７ 条（電子メール等による決議）

第２７条（電子メール等による決議）

・現行会則第２７条第２項から第５項までは詳細な手続き規定

1

１

であり、会則の規定としては馴染まないので細則に規定するこ

会長が、理事会において審議決定すべき議案で、かつ早急

会長が、理事会において審議決定すべき議案で、かつ早急

な理事会の招集が困難と判断した場合、理事及び監事全員が参

な理事会の招集が困難と判断した場合、理事及び監事全員が参

ととし、本条では削除する

加するメーリングリストその他理事及び監事全員が同時に意

加するメーリングリストその他理事及び監事全員が同時に意

・下位規程委任条項の統一

見を表明できる方法（以下「電子メール等」という）によって

見を表明できる方法（以下「電子メール等」という）によって

会長が議案を上程し、審議することができる。

会長が議案を上程し、審議することができる。

２

２

電子メール等による理事会決議に関して必要な細則は、理

事会において別に定める。

審議期間は、議案に応じて会長が判断し、議案の上程とと

もに明記するものとする。但し、少なくとも５日以上の期間を
設けるものとするが、緊急案件においては、理事及び監事から
異議が無ければその期間を短縮することができる。
３

各理事は審議期間内に、電子メール等にて審議を行い、賛

否の回答をするものとする。
４

審議期間終了日において、理事の過半数の回答が寄せられ

た場合には理事会が成立したものとし、議決は回答数の過半数
をもって決する。
５

電子メール等による決議が成立した場合は、会長はその旨

をメーリングリスト等にて理事及び監事全員に報告しなけれ
ばならない。
６

電子メール等による理事会決議に関して必要な細則は、理

事会で別に定める。
第６章

学会賞

第６章

学会賞

第２８ 条（学会賞）

第２８条（学会賞）

1

１

本会は、本会の目的に沿う研究の奨励及び業績を表彰する

ために学会賞を授与する。

会計、事業計画及び報告

第２９ 条（事業計画及び予算）

本会は、本会の目的に沿う研究の奨励及び業績を表彰する

ために学会賞を授与する。

２ 学会賞に関して必要な細則は、理事会において別に定める。 ２
第７章

・下位規程委任条項の統一

学会賞に関する必要な事項は、理事会において定める。

第７章

会計及び事業計画

第２９条（事業計画及び予算）

章名として、事業計画だけを記載するのはインバランス
・事業計画・予算については、一般法人法や特定非営利活動促

本会の事業計画及び予算は、理事会が決定して定時総会におい

本会の事業計画及び予算は、理事会が決定して総会の承認を得

進法では社員総会承認事項とせず、社員は事業の結果である事

て報告するものとする。

なければならない。

業報告・決算を審議し、理事の職務執行の是非を判断する仕組
みで構築されている。またこの規定があると会員総会は必然的
に年２回開催が必要となる。このような理由から定時総会への
報告事項とする。

第３０ 条（事業報告書及び決算）

第３０条（事業報告書及び決算）

会長は、毎事業年度終了後３箇月以内に、事業報告書、貸借対

会長は、毎事業年度終了後３か月以内に、事業報告書、貸借対

照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を

照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を

得なければならない。

得なければならない。

第３１ 条（事業年度）

第３１条（事業年度）

・３月大会時に総会を開催する従前の慣行によれば、３月末決

本会の事業年度は、毎年４ 月 1 日に始まり、翌年の３ 月３

同左

算では、常に１年前の決算承認となり、第３０条による３か月

１日に終わる。

法令用語のルールによる修正（3 か月→３箇月）。

以内の承認を満たさない結果となる。これを充足させるために
定時会員総会の開催を今後は５月乃至は６月とすることによ
り解決する。この定時会員総会は、従来、年次大会の際に開催
されていることから、年次大会の開催も今後は５月乃至６月と
することとなる。

第８章

会則の変更

第８章

会則の変更

第３２条（会則の変更）

第３２条（会則の変更）

本会則の変更は、総会において出席正会員の４分の３ 以上の

本会則の変更は、総会において出席個人会員の 4 分の 3 以上

議決を経なければならない。

の議決を経なければならない。

第９章

第９章

事務局および各種委員会

事務局および各種委員会

第３３条（事務局）

第３３条（事務局）

１

本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。

１

本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。

２

事務局には、事務局長その他の所要の職員を置くことがで

２

事務局には、事務局長その他の所要の職員を置くことがで

きる。

きる。

３

事務局長は、理事会の承認を得て会長がこれを任免する。 ３

事務局長は、理事会の承認を得て会長がこれを任免する。

４

事務局の組織および運営に関して必要な細則は、理事会に

事務局の組織および運営については、理事会の議決を経て

４

・下位規程委任条項の統一

おいて別に定める。

会長が別に定める。

第３４条

第３４条（各種委員会）

・組織運営委員会、学術研究委員会、大会運営委員会、（学会

本会の事業を遂行するため、組織運営委員会、学術研究委

本会の事業を遂行するため、編集委員会、大会運営委員会、学

誌）編集委員会、学会賞選考委員会は会則上の常設委員会とし、

員会、大会運営委員会、編集委員会、及び学会賞選考委員会を

会賞選考委員会を置き、必要によってその他の委員会を設置す

必要に応じて理事会決議によりその他の委員会が設置できる

置き、必要に応じてその他の委員会を理事会の決議により設置

ることができる。

ことの趣旨を明確化する。

１

（各種委員会）

することができる。

・委員は、理事会の決議により会長が任命することとし、理事

２

委員会の委員は、理事会の決議により会長が任命する。

会との関係を明確化する。

３

委員会の組織及び運営に関して必要な細則は、理事会にお

・また各委員会の組織、運営について細則を設けることとする。

いて別に定める。

・下位規程委任条項の統一

第１０章 細則

第１０章 細則

第３５条（細則）

第３５条（細則）

本会の事業の執行に必要な細則は、理事会において別に定め

本会の事業の執行に必要な細則は、理事会で別に定める。

・下位規程委任条項の統一

る。
付則

１

付則

この改正会則は２０１７年３月２６日から施行する

１

この改正会則は、２０１５年４年１日から施行する。

・２０１７年３月２６日に開催予定の会員総会決議により承認

２

第１９条２項は、施行日時点の監事には適用せず、新たに

された場合、即日施行する。

選任された監事から適用するものとする。

