
長野県空手道連盟 規約 

第１章 総 則 

第１条  (名 称) 

 本連盟は長野県空手道連盟(以下「本連盟」という)と称する。 

第２条  (事務局) 

 本連盟は事務局を長野県内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 (目 的)  

本連盟は、本県におけるアマチュア空手道組織を統轄し、これを代表する団体として(公財)全

日本空手道連盟及び(公財)長野県体育協会に加盟し、空手道の健全な発達とその普及をはかり、

もって県民の身心の錬成に寄与することを目的とする。 

第４条 (事 業) 

 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１.  (公財)長野県体育協会及び(公財)全日本空手道連盟の事業への参加協力並びに推進 

２.  国民体育大会等全国的大会に選手・役員を派遣 

３.  体育関係諸団体との提携 

４.  長野県の実施する国民体育向上に関する諸事業に対する空手道を通じての協力 

５.  長野県空手道大会等の開催並びに傘下団体空手道大会への後援 

６.  指導員講習会及び審判員講習会の開催及び公認 

７.  公認段位審査会の開催 

８.  空手道に関する調査・研究並びに印刷物の発行 

９. 其の他本連盟の目的を達成する為に必要な一切の事業 

 

第３章 構成・加盟及び脱退 

第５条 (構 成) 

  本連盟は「公平網羅の原則」により結成されたところの長野県に所在する空手愛好者に 

より組織された団体を以って構成される。 

第６条 (会 員) 

 本連盟の会員は、前条の団体に登録され且つ本連盟に登録された者とする。 

第７条 (加 盟) 

１.  本連盟に加盟しようとする団体は所定の加盟申込書に役員名簿・規約等を添えて会長あて 

に提出するもととする。但し本連盟は(公財)全日本空手道連盟のもと、関係者相互の親睦融

和の精神を重んずるので、全加盟団体より脱退もしくは除名された者が２年以内に新団体とし

て加盟申請した場合は以前所属していた団体の承認を必要とする。 

２.  前項の申込があったときは評議員会の議決を経た後、会長名をもってその旨を当該団に通 

知するものとする。 

３.  前項の承認通知を受けたものは折返し速やかに本連盟に対して、所定の加盟金及び当該 

年会費・個人登録年会費を納入するものとする。 

第８条 (脱 退) 

  加盟団体が本連盟を脱退しようとするときは、その理由を添えて会長に申し出なければならない。



この場合には前条第２項の規定を準用する。 

第９条 (処 分) 

１. 加盟団体又はその所属員で本連盟の名誉を傷つけ、また連盟の目的に反する行為があったと 

きは、評議員会の議決をもって除名、その他処分をすることができる。但し釈明の機会を与える。 

 ２. 加盟団体が会費を滞納し、又加盟団体としての義務に違反したときも前項と同様とする。 

第１０条 (資格の喪失) 

  前２条の規定によるほか加盟団体に次の各項に該当する事由が発生したときは、本連盟を脱退 

したものとみなす。 

 １. 第５条に定める加盟団体としての資格条件に欠けたとき。 

 ２. 解散したとき。 

第１１条 (権利の喪失)  

  前８条の規定により脱退した団体は本連盟の財産に対する一切の権利を失う。 

 

第４章 会 計 

（事業年度） 

第１２条 この連盟の事業年度は、毎年３月１日に始まり翌年２月末日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第１３条 この連盟の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度開始の日の

前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様

とする。 

（事業報告及び決算） 

第１４条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）損益計算書 

２．前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告

し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 

３．第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、

規約を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し

た書類 

 

第５章 評議員 

（評議員） 

第１５条 この連盟には評議員２０名以上４０名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第１６条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 

２．評議員候補者の選出については、本連盟細則第２号により別に定める。 

３．評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 



（１）各評議員について、次の①から⑥に該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１

を超えないものであること。 

① 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族 

② 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

③ 当該評議員の使用人 

④ ②又は③に掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産

によって生計を維持しているもの 

⑤ ③又は④に掲げる者の配偶者 

⑥ ②から④までに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするも

の 

（評議員の任期） 

第１７条 評議員の任期は、選任後２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評

議員会の終結の時までとする。 

２．任期の満了前に退任した評議員に代わり選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の

満了する時までとする。 

３．評議員は、第１４条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、

新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員の報酬等） 

第１８条 評議員は無報酬とする。 

２．評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

３．前２項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬 

並びに費用に関する規程による。 

 

第６章 評議員会 

（構成） 

第１９条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。 

（権限） 

第２０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）損益計算書の承認 

（５）規約の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分又は除外の承認 

（８）その他評議員会で決議するものとしてこの規約で定められた事項 

（開催） 

第２１条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後２ヶ月以内に１回開催するほか、必要

がある場合に開催する。 

（招集） 

第２２条 評議員会は、この規約に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招

集する。 



２．評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集

を請求することができる。 

３．次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会

を招集することができる。  

（１）前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合  

（２）前項の規定による請求があった日から六週間（これを下回る期間を規約で定めた場合にあ

っては、その期間）以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられな

い場合 

４．評議員会を招集するには、会長は、評議員会の日の２週間前までに、評議員に対してその通知

を発しなければならない。 

５．会長は、評議員会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 

（１）評議員会の日時及び場所 

（２）評議員会の目的である事項がある場合には、当該事項 

６．第 3 項の規定に該当する評議員は、前 3 項の規定に従い招集しなければならない。 

７．理事及び監事は、評議員会において評議員から特定の事項について説明を求められた場合に

は、当該事項について必要な説明をしなければならない。 

(評議員会の議長) 

第２３条 評議員会の議長は当該評議員会において評議員の中から選出する。 

（決議） 

第２４条 評議員会の決議は、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。 

２．前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上が出席し、決議について特別の利

害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならな

い。 

（１）監事の解任 

（２）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（３）規約の変更 

（４）基本財産の処分又は除外の承認 

（５）解散 

３．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなけれ

ばならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２６条に定める定数を上回る場合には、過半数

の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす

る。 

（議事録） 

第２５条 評議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２．議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名以上が、前項の議事録に署名

押印する。 

 

第７章 役 員 

(役員) 

第２６条 本連盟には次の役員を置く。 

（１）理事８名以上１２名以内 

（２）監事２名以内 



２．理事の内１名を会長とする。 

３．理事のうち副会長を１名、理事長を１名、その他の中から常任理事若干名を定める。 

４．常任理事は、連盟を代表する権限を持たず、また、会長、副会長及び理事長の職務を代行する

ことができない。ただし、分担する業務について会長の委任を受けた場合、連盟を代表する行為

以外の職務については、代行をすることができるものとする。 

(役員の選任) 

第２７条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。 

２．理事及び監事候補者の選出については、理事会で推薦する。 

３．会長及び副会長、理事長、常任理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。 

４．理事は評議員並びに監事を兼任することはできない。 

５．本連盟の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計

数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

６．本連盟の監事には、本連盟の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（親

族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに本連盟の使用人が含まれてはならない。また、各

監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 

(理事の職務) 

第２８条 会長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)を準

用し、その定めるところ及びこの規約で定めるところにより、この連盟を代表し、その業務を執行す

る。 

２．副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき本連盟の業務を処理する。 

３．理事長は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決に基づき本連盟の業務を処理する。 

４．常任理事は、会長、副会長、及び理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務を処理す

る。 

５．理事は、理事会を構成し、一般法人法を準用しその定めるところ及びこの規約で定めるところに

より、職務を執行する。 

 (監事の職務) 

第２９条 監事は、理事の職務の執行を監査し、一般法人法で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

２．監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この連盟の業務及び財産の状

況を調査することができる。 

(役員の任期) 

第３０条 本会の理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２．監事の任期は、選任後２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評議員会

の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３．補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４．理事又は監事は、第２６条に定める定数に足らなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任) 

第３１条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 



(役員の報酬) 

第３２条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。 

２．前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 

３．第 1 項ただし書きに規定する報酬の支給基準については、種類、金額の算定方法、支給の総額、

支給の方法及び形態が明らかになるように、評議員会の決議により別に定めるものとする。 

（責任の免除） 

第３３条 本連盟は、一般法人法第１１１条第１項を準用するものとし、役員の賠償責任について 

法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定め 

る最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 

 

第８章 その他の役員 

（顧問及び相談役） 

第３４条 本連盟に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。 

(本連盟細則１号) 

２．顧問及び相談役は、次の職務を行う。 

（１）会長の相談に応じること 

（２）理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 

３．顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４．顧問及び相談役の報酬は、無償とする。 

 

第９章 理事会 

(理事会の構成) 

第３５条 本連盟に理事会を置く。 

２．理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（理事会の権限） 

第３６条 理事会は次の職務を行う。 

（１）本連盟の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長及び副会長・理事長・常任理事の選定及び解職 

（４）顧問及び相談役の選定及び解職 

(理事会の招集等) 

第３７条 理事会は、会長が招集する。 

２．会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長が予め指名した理事が理事会を招集する。 

３．会長または前項に定める理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求

することができる。  

４．前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事

会を招集することができる。  

(理事会の議長) 

第３８条 理事会の議長は会長とする。 

２．会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した理事が議長を務め

る。 



(理事会の決議) 

第３９条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。 

２．前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条を準用し、その要件を満たしたときは、理事会の

決議があったものとみなす。 

(議事録) 

第４０条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２．出席した会長及び監事が、前項の議事録に署名押印する。 

（常任理事会） 

第４１条 重要な業務運営事項について検討する会議体として、この連盟に常任理事会を設置する

ことができる。 

２．前項の規定による常任理事会の組織及び運営に関する規程は、理事会が別に定める。 

 

第１０章 委員会 

（委員会） 

第４２条 本連盟の事業遂行のため必要があるときは、理事会の決議に基づき、各種委員会を置くこ

とができる。 

２．前項の規定による各種委員会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。 

（倫理委員会） 

第４３条 本連盟の諸規程に対する違反行為に対する懲罰を決定するため倫理委員会(５名以上６

名以内)を設置する。 

２．会長は、自身あるいは第２７条第２項ないし第５項に規定する業務執行理事のいずれかを、前項

に定める倫理委員会に従事させるものとする。 

３．倫理委員会の委員の半数以上は、外部有識者によるものとする。 

４．この連盟の加盟団体や会員に向け、倫理に関するガイドラインを別に定めるものとする。 

５．懲罰に関する規程は、別に定める倫理規程によるものとする。 

６．その他、倫理委員会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。 

第１１章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第４４条 この規約は、評議員会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第４５条 この法人は、目的である事業の成功の不能、その他一般法人法を準用しそれに定められ

た事由によって解散する。 

 

附  則 

 

この規約は昭和５６年４月１日から施行する。 

改 正  昭和５７年３月１日 

改 正  平成３１年３月１７日 

 

 



長野県空手道連盟細則 第１号 

 

長野県空手道連盟規約第３４条にかかる細則 

 

顧問、相談役は、県市町村にあって、空手道界及び各種スポーツ界に寄与し、又は経 

済的協力若しくは社会的功績のある者の内、理事会の推薦にもとづき、下記により選出 

するものとする。 

 

記 

 

 (１) 顧 問 空手道に見識を持ち、経済的協力を惜しまず、斯道達成のため邁進できる者、 

         又は、各種スポーツ等関係団体の要職を歴任し、学識を有する者。 

 

  (２) 相談役 本連盟に功績があり、技術部門及び行政部門に充分対応できる者。 

 

  (３) 前２項目の基準とは別に会長が指名することができる 

 

 

附  則 

 

この細則は昭和５６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長野県空手道連盟細則 第２号 

 

長野県空手道連盟規約第１６条にかかる細則 

 

各加盟団体から選出評議員数は下記のそれぞれ各項に該当するものより、当該各加盟団 

体が選出するものとする。 

 

記 

 

  (１) 各加盟団体より選出される評議員は空手経験５年以上、団体段位又は本連盟段位弐段 

以上の者とする。 

 

  (２) 各加盟団体の会員数による評議員選出は、次の通りとする。 

     イ、 ３０名以上  ５０名以下～評議員数 １名 

     ロ、 ５１名以上 １００名以下～評議員数 ２名 

     ハ、１０１名以上 ２００名以下～評議員数 ３名 

     ニ、２０１名以上はハと同じ方法にて１００名単位で１名ずつ追加してゆく 

 

  (３) 前各項の選出者以外で理事会において特に嘱望され、会長に委嘱された者は 

    評議員とすることができる。但し(公財)全日本空手道連盟公認段位参段以上取得 

者を原則とする。 

 

(５) 評議員は(公財)全日本空手道連盟の会員登録者とする。 

 

附  則 

 

この細則は昭和５６年４月１日から施行する。 

 改正  昭和５７年３月１４日 

 改正  平成 ７年４月 ２日 

改正  平成１６年３月２８日 

改正  平成３１年３月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長野県空手道連盟細則 第３号 

 

長野県空手道連盟規約第４２条にかかる細則 

 

第１条 (設 置) 

長野県空手道連盟規約１０章に基づき委員会 (以下委員会)を設置する。 

第２条 (名称、定数及び目的、審議事項) 

 委員会の名称、定数及び目的審議事項は別表のとおりとする。 

第３条 (役 員) 

 １. 委員会に次の役員を置く。 

     委員長 １名 

     副委員長 １名 

 ２. 委員長は委員会を代表し会務を統括する。 

 ３. 副委員長は委員長を補佐し部長事故あるときはその職務を代理する。 

第４条 (委員及び役員の任期) 

 委員及び役員の任期は２年とする。 

第５条 (会 議) 

 １. 委員会は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。 

 ２. 委員会の議決は出席した委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

よる 

第６条 (補 則) 

この規定に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

附  則 

 

この細則は昭和５７年３月１４日から施行する。 

改正  平成３１年３月１７日 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (別表) 

名  称 定 数 目 的 、 審 議 事 項 

競技力向上 

委員会 

(S57.3.14 施行) 

 

  ９名以上 

１２名以内  

 

１. 選手の育成強化に関すること 

２. 県外公式大会への監督・コーチ派遣に関すること  

３. 会長が指定した事項に関すること 

 

 

審査指導 

委員会 

(s60.4.2 施行) 

 

 ７名以上 

 ９名以内 

 

 

１. 公認資格・段位審査に関すること 

２. 指導員の育成に関すること  

３. 会長が指定した事項に関すること 

 

審判 

委員会 

(h7.4.2 施行) 

 

 ５名以上 

 ７名以内 

 

 

１. 審判員の育成強化に関すること 

２. 県内外公式大会への審判員派遣に関すること 

３. 会長が指定した事項に関すること 

 

医科学 

委員会 

(h15.3.30 施行) 

 

 ４名以上 

 ５名以内 

 

 

１. 選手の競技力向上へのサポート 

２. ドーピングに関すること 

３. 会長が指定した事項に関すること 

 

広報普及 

委員会 

(h24.3.18 施行) 

 

 ４名以上 

 ５名以内 

 

 

１. 本連盟の広報普及に関すること 

２. 会長が指定した事項に関すること 

 

事業 

委員会 

(h31.3.17 施行) 

 

 ５名以上 

 ７名以内 

 

 

１. 本連盟の公式大会開催の企画・運営に関すること 

２. 会長が指定した事項に関すること 

 

倫理 

委員会 

(h31.3.17 施行) 

 

 ５名以上 

 ６名以内 

 

 

１.  本連盟の諸規程に対する違反行為に対する懲罰を決定

する事 

２. 会長が指定した事項に関すること 

 

 

 

 



長野県空手道連盟細則 第４号 

 

長野県空手道連盟規約第４章にかかる細則 

 

第１条 (目 的) 

  この規程は、長野県空手道連盟(以下「本会」という)に係る会計の基準を定め、会計の適正かつ 

公正を期することにより、本会の事業が円滑に達成することを目的とする。 

第２条 (会計処理の基準) 

 本会の会計に関しては、規約に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。 

第３条 (会計の区分) 

  本会の会計は、一般会計と特別会計に区分して整理するものとする。 

第４条 (会計事務の範囲) 

 この規程において会計事務とは、次の事項をいう。 

  (１) 予算及び決算に関すること。 

  (２) 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関すること。 

  (３) 証拠書類の整理及び保管に関すること。 

  (４) 金銭の収支及び資金の調達に関すること。 

  (５) 物品等の管理に関すること。 

第５条 (予算の基準) 

 本会の予算は、会計毎に編成して事業の円滑な運営を図るものとする。 

第６条 (補正予算) 

  会長は予算の調整後に生じた事由により、既定の予算に変更を加える必要が生じたときは、補正 

予算を編集しなければならない。 

第７条 (会計責任者) 

 会長は、事務担当の中から会計責任者を任命する。 

第８条 (帳簿等) 

  会計責任者は、会計毎に次に掲げる会計帳簿等を備え、発生したすべての記帳事由を記入しな 

ければならない。 

  (１) 現金出納簿 

  (２) 預金通帳 

  (３) 出納(収入・支出)命令書 

  (４) 消耗品受払簿 

  (５) 備品管理簿 

  (６) その他必要帳簿類 

第９条 (収入の方法) 

 １. 金銭の収入に際しては、収入の証拠となる書類と照合した後に、収入命令書により収納するも

のとする。 

２. 収納した現金は、速やかに金融機関に預け入れなければならない。 

３. やむを得ない事由により、前項の規定により難い場合は、会長に従わなければならない。 

第１０条 (支出の方法) 

 １. 金銭の支払いに際しては、支出の証拠となる書類と照合した後に支出命令書により、 

    債権者へ支払わなければならない。 



 ２. 資金前渡しにより、支払いの必要がある経費については、これを行うことができる。 

 ３. 前項の規定による支払いを受けた者は、金額が確定したときは、速やかに清算をしな 

ければならない。 

第１１条 (帳簿等の確認) 

 会長は半期ごとに、預金通帳及び帳簿等を点検し、適正な事務処理を確認しなければならない。 

第１２条 (資金の借入等) 

 １. 本会の運営に必要な資金の借入及び返済は、すべて会長が行うものとする。 

 ２. 借入金の限度額については、理事会で承認された額の範囲内でなければならない。 

第１３条 (決 算) 

 １. 会計責任者は、毎会計年度末日において決算調整し、収入支出決算書を作成しなけれ 

ばならない。 

 ２. 会長は、決算書等を監事の審査に付さなければならない。 

 ３. 会長は、前項の規定により決算書に監事の意見を付して、理事会で承認を受けなければなら

ない。 

第１４条 (物品等の保管) 

 会長は、物品等の管理を適正に行うため、消耗品受払簿、備品管理簿を備え、管理しなけ 

ればならない。 

第１５条 (物品等の廃棄) 

 損傷その他の理由により不用となった物品等は、不用を決定したしものでなければ、 

処分することができない。 

第１６条 (受 贈) 

 本会は、金銭及び物品の受贈(寄付)するときは、会長の承認を受けなければならない。 

第１７条 (事務の引継) 

 会計責任者に異常が生じたときは、速やかに会計等に関する一切の書類を添えて、後継者 

 に引継がなければならない。 

第１８条 (帳簿等の保存) 

 会計に係る諸帳簿及び証拠書類の保存は、５年とする。 

第１９条 (会計年度) 

 本会の会計年度は、毎年３月１日に始まり、２月末日に終るものとする。 

第２０条 (旅 費) 

 本連盟の用務により出張する場合は、次の通りの旅費を支給するものとする。 

  (１) 鉄道費 普通旅客運賃及び急行又は特別特急料金及び新幹線料金 

  (２) 日 当 １日につき ４,０００円(半日の場合は２分の１分とする) 

  (３) 宿泊料 １夜につき１０,０００円(食事を含む) 

 

附  則 

 

この細則は昭和５７年８月１４日から施行する。 

改正  平成３１年３月１７日 


