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支部規約改訂について
改定前 改定後

（役員）
第５条　支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 支部幹事 6名以内
(3) 支部監事 1名

（役員）
第５条　支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 支部幹事 6名以内
(3) 支部監事 1名
(4) 支部評議員 若干名

第６条　支部役員は、支部に属する正会員の選挙（互選）
によって定める。

第６条　１　支部長、支部幹事および支部監事は、支部に属
する正会員の選挙（互選）によって定める。

２　支部評議員は、支部正会員および賛助会員の中から支部
長が委嘱する。

第７条　１　支部長は、支部を代表し、支部を統轄する。
２　支部長は、総会、幹事会および評議員会を招集し、そ
の議長となる。

３　支部長が欠けたとき、または事故があるときは、あら
かじめ支部長が指名した支部幹事、または支部評議員が
代行するものとする。

４　支部幹事は、支部長を助けて支部の事業を遂行する。
５　支部監事は、支部の会計について監査を行う。

第７条　１　支部長は、支部を代表し、支部を統轄する。
２　支部長は、総会、幹事会および役員会を招集し、その議
長となる。

３　支部長が欠けたとき、または事故があるときは、あらか
じめ支部長が指名した支部幹事、または支部評議員が代行
するものとする。

４　支部幹事は、支部長を助けて支部の事業を遂行する。
５　支部監事は、支部の会計について監査を行う。
６　支部評議員は、支部長と協力して支部の事業の遂行を援
助する。

（役員の任期）
第８条　１　役員は、任期を次のように定める。
(1) 支部長の任期は2年、支部監事の任期は1年とする。
(2) 支部幹事の任期は2年とし、毎年その半数を交替する。
(3) 前２項にかかわらず、役員に欠員が生じたときの補欠

の役員の任期は、前任者の残余の期間とする。
２　(1) 異種役員の兼任は認めない。ただし前項の(3)の場
合において、その期間が短時日のときはこの限りではな
い。

(2) 引き続いての同種役員の再任は妨げないものとする。

（役員の任期）
第８条　１　役員は、任期を次のように定める。
(1) 支部長の任期は2年、支部監事の任期は1年とし、いず

れも再任を妨げない。
(2) 支部幹事の任期は2年とし、毎年その半数を交替する。

ただし再任は妨げない。
(3) 支部評議員の任期は2年とし、毎年その半数を交替す
る。ただし、支部長において再任を認めたい場合は、2期
（4年）を限度として引き続いて支部評議員を委嘱するこ
とができる。

(4) 前３項にかかわらず、役員に欠員が生じたときの補欠の
役員の任期は、前任者の残余の期間とする。

２　支部評議員とその他の役員の兼任は認めない。ただし前
項の(4)の場合において、その期間が短時日のときはこの
限りではない。

（評議員会）
第１２条　１　評議員会は、支部長および支部評議員を
もって組織する。

２　支部長が必要と認めたときは、支部幹事および支部監
事の出席を求めることができる。

３　評議員会は、必要の都度、開催する。
４　評議員会は、支部運営に関する重要事項について支部
長の諮問に応じる。

（役員会）
第１１条　１　役員会は、支部長、支部幹事、支部監事、お
よび支部評議員をもって組織する。

２　役員会は、必要の都度、開催する。
３　役員会は、支部運営に関する重要事項について審議す
る。

４　役員会の開催をもって幹事会に替えることができる。

（評議員）
第９条　１　支部に支部評議員若干名をおく。
２　支部評議員は支部会員の中から支部長が委嘱する。
３　支部評議員は、原則として任期は２年とし、毎年その
半数を交替する。ただし、支部長において再任を認めた
い場合は、２期（４年）を限度として引き続いて支部評
議員を委嘱することができる。

（廃止、以降、条文の番号をずらす）
第１０条→第９条，
第１１条→第１０条，
・・・
第１７条→第１６条．

8

７．支部規約改訂について
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