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新潟県言語聴覚士会 規約（平成 28 年 6 月 5 日より） 

 

第一章 総則 

第一条  名称 

本会は、新潟県言語聴覚士会（以下県士会）と称する。 

第二条  事務局 

本会は事務局を会長の指定する施設におく。 

第三条  目的 

本会は新潟県民の保健・医療・福祉・教育の充実と生活の質の向上に寄与し、会員の

学術・技能の研鑽、資質の向上および職業倫理の遵守に努めるとともに、言語聴覚障

害に対する理解と知識の普及を図ることを目的とする。 

第四条 事業 

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

1) 言語聴覚障害ならびに言語聴覚士の業務に対する県民への啓発・普及を図り、利用

者の機会均等を進めること 

2) 会員の倫理の遵守および向上に関すること 

3) 行政および関連団体との連携、交流に関すること 

4) 会員の学術・技能の向上に関すること 

5) 会員間の情報交換、交流、協力に関すること 

6) 言語聴覚士の教育機関に協力し教育の向上に資すること 

7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

第二章 会員 

第五条 会員 

本会は以下の会員で構成する。 

1)正会員  言語聴覚士の免許を有する者で、新潟県内に在住または勤務し、本会の

目的に賛同する者 

2)準会員  ①言語聴覚士の免許を有しない者で、新潟県内に在住または勤務し、 

言語聴覚療法、サービスに関係する者 

②正会員に該当しない言語聴覚士 

3)学生会員 専門学校または大学に在籍し、言語聴覚士を目指している者 

4)賛助会員 本会の目的に賛同し、会の活動を支援する団体 

第六条 入会 

会員になろうとする者または団体は、入会申込書に別に定める会費を添えて会長に提

出し、理事会の承認を受けなければならない。 

第七条 会費  

会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 

第八条 退会 

1. 会員は、退会しようとする時は、書面でその旨を会長に届け出なければならない。 
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2. 会員が死亡した時は退会したものとみなす。 

3. 3 年以上の会費未納がある場合、理事会の議を経て退会とすることができる。 

 

第九条 休会 

1. 休会をしようとする会員は、休会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けな

ければならない。その際、会費の未納がある場合には受理しないものとする。期

間は連続して 3 年までの当該年度中とし、理由は次の各号のいずれかに該当し

ていなければならない。 

 1)留学のため 

 2)その他、理事会が正当と認めた理由のため 

2. 休会が認められた期間は、会費納入が免除され、会員の資格を停止する。 

3. 復会する場合は、復会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならな

い。 

第十条 除名 

1. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議を経てこれを除名す

ることができる。 

1）一般社団法人日本言語聴覚士協会で定めた倫理綱領に違 

反する行為を行った場合。 

2)理事会が除名と認めた理由の場合。 

2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめその旨

を書面で通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、その会員に弁明

の機会を与えなければならない。 

第十一条 会費等の不返還 

 退会し、または除名された会員がすでに収めた会費その他の拠出金は、返還しない。 

 

第三章 役員 

第十二条 種別 

本会に次の役員をおく。 

会長  １名 

副会長   ３名 

理事   会長・副会長を含み、15 名以内とする 

監事   ２名 

第十三条 選任 

1. 理事は、正会員の中から役員選挙規定に基づき選出し、県士会総会において承認す

る。 

2. 会長は、理事の互選とし、県士会総会において承認する。 

3. 副会長は、理事の互選とし、理事会において承認する。 

4. 監事は、正会員の中から役員選挙規定に基づき選出し、県士会総会において承認す

る。 

5. 理事および監事は、相互にかねることができない。 



- 3 - 

第十四条 職務 

1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時または会長が欠けた時は、その職務を

代行することができる。 

3. 理事は総会の議決に基づき会務を執行する。 

4. 監事は理事の職務の執行を監査し、必要に応じて監査報告を作成する。また、いつ

でも理事に対して事業の報告を求め、この団体の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。 

第十五条 任期 

1. 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

2. 役員が、何らかの事情で任期途中に退任もしくは職務遂行が困難となった場合、理

事会の推薦によって、役員を補充することができる。ただし、その任期は、前任者

の残任期間とする。 

3. 役員の退任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者が

その職務を行わなければならない。 

第十六条 役員の解任 

1. 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席者の

３分の２以上の同意により、その役員を解任する事ができる。 

2. 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その旨を

書面で通知するとともに、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会

を与えなければならない。 

第十七条 報酬等 

 1. 役員には報酬を支給しない。 

 2. 役員には費用を弁償することができる。 

 3. 費用の弁償については、理事会の議決を経て別に定める。 

  

第四章 会議 

第十八条 種別 

   会議は、県士会総会および理事会とし、県士会総会は定期総会および臨時総会とする。 

第十九条 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。 

3. 理事会において、理事以外の会員の参加が必要な場合には、会長の指示で召集する 

ことができる。 

第二十条 機能 

1. 総会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

1）事業計画および収支予算の決定 

 2）事業報告および収支決算の承認 

3）その他本会の運営に関する重要な事項 

2. 理事会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 
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      1）県士会総会の議決した事項の執行に関すること 

 2）県士会総会に付議すべき事項 

 3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

第二十一条 召集 

 会議は会長が招集する。ただし監事による召集はこの限りではない。 

第二十二条 開催 

1.  定期総会は毎年一回開催する。 

2.  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の 5 分の 1 以上もしくは 

監事から会議の目的を示して請求があったとき開催する。 

3.  理事会は、必要に応じて随時開催する。 

第二十三条 議長 

1.  県士会総会の議長は、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、会長がこれに当たる。 

第二十四条 定足数 

1.  県士会総会は正会員の 3 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。 

 2. 理事会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。 

第二十五条 議決 

会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決

する。 

第二十六条 書面表決 

やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、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、または他の構成員を代理人として表決を委任することが

できる。この場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。 

第二十七条 議事録 

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） 構成員の現在数 

3） 会議に出席した正会員の数または理事の氏名（前条の規定により出席と見なされ

るものを含む） 

4） 議決事項 

5） 議事の経過の概要および発言要旨 

 

第五章 資産および会計 

第二十八条 資産の構成 

本会の資産は次の各号をもって構成する。 

1） 会費 

2） 寄付金品 

3） 事業に伴う収入 

4） 資産から生ずる収入 

5） その他の収入 
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第二十九条 資産の管理 

本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会および県士会総会の議決による。 

 

第三十条 経費の支弁 

本会の経費は、資産をもって支弁する。 

第三十一条 予算および決算 

1. 本会の予算は、理事会の議を経て、県士会総会の承認を得なければならない。 

2. 理事会は、毎年会計年度終了後に決算報告を作成し、監査を経て総会の承認を得な

ければならない。 

3. 年度開始時に予算の成立および施行が不可能な場合は、それが可能となるまでの

間、前年度予算を施行する。 

4. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

第三十二条 会計年度 

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

 

第六章  規約の改正および解散 

第三十三条  

 本規約の改正は、第二十四条に関わらず県士会総会の出席正会員の 3 分の 2 以上の議 

決による。 

第三十四条 解散 

 1. 本会は、民法第 68 条第 1 項第 2 号および第 2 項の規定に準じて解散する。この場

合、県士会総会の議決による解散にあっては、第 24 条に関わらず正会員の 3 分の

2 以上の同意による。 

 2. 解散のときに存する残余財産は、県士会総会の議決を経てその処分を決定する。 

 

第七章 雑則 

第三十五条 

 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

第八章  付則 

  1.  本会設立初年度の役員は設立総会の議決を持って決定し、規約の規定に関わらず

任期は平成 14 年 3 月 31 日までとする。 

 2. 本会設立初年度の活動方針および会費・収支予算は、この規約の規定に関わらず第 

一回総会の議決による。 

 3.  設立初年度の会計年度は、第三十一条の規定に関わらず、設立の日から平成 14 年 

3 月 31 日までとする。 

 4.  設立総会までの収支については、設立次年度の収入で支弁する。 

 5. この規約は平成 13 年 4 月 1 日より施行する。 

 6. この規約は一部改正の上平成 16 年 4 月 11 日より施行する。 

  7.  この規約は一部改正の上平成 24 年 4 月 1 日より施行する。 
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8.  この規約は一部改正の上平成 27 年 5 月 31 日より施行する。 

9. この団体の所在地は、財務部長の居住地とする。 

10. この規約は一部改正の上平成 28 年 6 月 5 日より施行する。 

 

新潟県言語聴覚士会 細則 

1. 会費に関する項 

入会金 2000 円  

年会費 正会員 5000 円 準会員 2000 円 学生会員 1000 円  

賛助会員 1 口 5000 円 

 

2. 議決に関する項 

県士会総会においては、出席者が定足数に満たない場合、仮議決を行い会員に通知し、

1 カ月以内に会員の 6 分の 1 以上からの反対がないときは、議決は成立する。 

 

3. 役員の選出に関する項 

 1) 役員の選挙は規約十三条に基づき、この規定によって行う。 

 2) 選挙を行うために選挙管理委員会を置く。 

 3) 選挙管理委員は、正会員の中から 3名を理事会において選出する。 

 4) 理事および選挙立候補者は選挙管理委員になることはできない。 

 5) 選挙管理委員の任期は 2 年とする。 

 6) 選挙管理委員会は投票日 60 日以前に選挙すべき役員の定数を公示し、立候補を受け 

付けなければならない。 

 7) 立候補の締切日は投票日の 30 日前とする。 

 8) 選挙権は公示日より 6 ヶ月以前に正会員となったものが有する。被選挙権は公示日 

より 1 年以前に正会員となったものが有する。 

 9) 立候補用紙および投票用紙は、選挙管理委員会が定める所定の用紙を用いる。 

 10) 選挙管理委員会は、投票日の 15 日以前に、立候補者名簿を正会員に配布する。 

 11) 投票は無記名とし、郵送によって行い、締切日必着とする。 

 12) 開票に際し、立会人を 2 名おく。立会人は、選挙管理委員会が正会員の中から指名 

する。 

 13) 当選は、得票数の順位により上位のものからとする。得票数が同じである場合は、 

抽選でこれを決める。 

 14) 候補者が定員以内の時は、無投票当選とする。 

 15) 選挙管理委員会は、当選者を公示する。 

 

＜附則＞ 

 1)  この細則の改廃は総会の承認を得なければならない。 

 2)  選挙細則は平成 13 年 10 月 20 日より施行する。 

 3)  平成 13 年の選挙権、被選挙権についてはこの限りではない。 

 4)  選挙細則は一部改正の上、平成 16 年 4 月 11 日より施行する。 
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 5)  会費は一部改正の上、平成 18 年４月 23 日より施行する。 

 6)  この細則は一部改正の上、平成 24 年４月 1日より施行する。 

 7)  この細則は一部改正の上、平成 27 年５月 31 日より施行する。 

 


