
後援会会則 新旧対照表 

改正案 現在 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、「多摩大学グローバルスタディーズ学部後援会」と称

する。 

（目的） 

第２条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに多摩大学グローバ

ルスタディーズ学部（以下「本学部」と称する。）との連携を密にする

ことにより本学部生の教育環境の向上と本学部の発展を図る。 

（事務局） 

第３条 本会の事務局を本学部内に置く。 

（事業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため、主に次の事業を行う。 

一 本学部生の勉学、厚生、課外活動、就職活動、留学に関する援助、

助成 

二 その他本会の目的達成のために必要な事業 

 

第２章 会員及び役員 

（会員） 

第５条 本会は、次の会員をもって構成する。 

一 正会員 在学生の父母またはこれに代わる者 

二 特別会員 本学部に勤務する教職員 

三 賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体及び個人 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

一 会長 正会員 １名 

二 副会長 正会員 ２名 特別会員 １名 

三 監事 正会員 ２名 

四 理事 正会員 若干名 

五 常任理事 特別会員 若干名 

（役員の職務） 

第７条 役員の職務は、次に掲げるとおりとする。 

一 会長 本会を代表し、会務を統括する。 

二 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行

する。 

三 監事 本会の会計及び会務を監査し、総会においてその結果を報告

する。 

四 理事 本会の会務を審議し、その執行と会計及び事務処理を管掌す

る。 

五 常任理事 本会に勤務する教職員がその任にあたり、後援会事務処

理を責任をもって遂行する。 

（役員の選出） 

第８条 役員は、定期総会にて選出する。 

２ 第６条に基づく本会の役職は、役員会において決定する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員は、任期満了となっても後任者が決定するまでは、その職務を

執行するものとする。 

３ 役員が任期中に辞任し、会長が必要と認めたときには、役員会にお

いて後任者を選出する。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第１０条 本会に次の会議を設ける。 

一 総会 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、「多摩大学グローバルスタディーズ学部後援会」と称

する。 

（目的） 

第２条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに多摩大学グローバ

ルスタディーズ学部（以下「本学部」と称する。）との連携を密にする

ことにより本学部生の教育環境の向上と本学部の発展を図る。 

（事務局） 

第３条 本会の事務局を本学部内に置く。 

（事業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため、主に次の事業を行う。 

一 本学部生の勉学、厚生、課外活動、就職活動、留学に関する援助、

助成 

二 その他本会の目的達成のために必要な事業 

 

第２章 会員及び役員 

（会員） 

第５条 本会は、次の会員をもって構成する。 

一 正会員 在学生の父母またはこれに代わる者 

二 特別会員 本学部に勤務する教職員 

三 賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体及び個人 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

一 会長 正会員 １名 

二 副会長 正会員 ２名 特別会員 １名 

三 監事 正会員 ２名 

四 理事 正会員 若干名 

五 常任理事 特別会員 若干名 

（役員の職務） 

第７条 役員の職務は、次に掲げるとおりとする。 

一 会長 本会を代表し、会務を統括する。 

二 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行

する。 

三 監事 本会の会計及び会務を監査し、総会においてその結果を報告

する。 

四 理事 本会の会務を審議し、その執行と会計及び事務処理を管掌す

る。 

五 常任理事 本会に勤務する教職員がその任にあたり、後援会事務処

理を責任をもって遂行する。 

（役員の選出） 

第８条 役員は、定期総会にて選出する。 

２ 第６条に基づく本会の役職は、役員会において決定する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員は、任期満了となっても後任者が決定するまでは、その職務を

執行するものとする。 

３ 役員が任期中に辞任し、会長が必要と認めたときには、役員会にお

いて後任者を選出する。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第１０条 本会に次の会議を設ける。 

一 総会 



二 役員会 

（総会） 

第１１条 定期総会は、会長が招集し、毎年度の初めに開催し、役員の

承認、予算、決算その他の重要事項を審議する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することがで

きる。 

３ 総会は正会員の過半数の出席（委任状を含む。）をもって成立する。

総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

４ 重要事項については、臨時総会を開催し出席正会員の３分の２以

上の賛成をもって議決とする。 

（役員会） 

第１２条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催し、必要な事項を

審議決定する。 

２ 役員会は、役員の２分の１以上の出席をもって成立する。但し、あ

らかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。 

３ 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

（総会の議事録） 

 第 １３ 条 総会の議事については、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）日時及び開催場所 

（２）総会員数及び出席会員数（委任状・表決書面提出者を含む） 

（３）議事録署名人指名（選出）に関する事項  

（４）開催目的、審議事項及び議決事項  

（５）議事の審議の経過の概要及びその結果  

２ 議事録には、議長及びその会議において指名（選出）された議事録

署名人が署名、 捺印しなければならない。 

 

第４章 会計 

（会費等） 

第１４条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに

あてる。 

２ 後援会が実施する事業は学生生活の支援を目的にしているため、

会費は必ず納入しなければならない。 

（会計責任者） 

第１５条 本会の会計は、本学部事務長が会計担当常任理事となり、こ

れを管理する。 

（会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日迄と

する。 

 

第５章 会則の変更 

（会則の変更） 

第１７条 この会則の変更は、総会に諮りその承認を得るものとする。 

 

第６章 施行細則 

（施行細則） 

第１８条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議を経て

総会に諮りその承認を得るものとする。 

 

附 則 

この会則は、平成２１年３月１日から施行し、平成２１年４月１日か

ら適用する。 

この会則は、平成２４年６月１６日に一部改正し、平成２４年６月１

６日から施行及び適用する。 

二 役員会 

（総会） 

第１１条 定期総会は、会長が招集し、毎年度の初めに開催し、役員の

承認、予算、決算その他の重要事項を審議する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することがで

きる。 

３ 総会は正会員の過半数の出席（委任状を含む。）をもって成立する。

総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

４ 重要事項については、臨時総会を開催し出席正会員の３分の２以

上の賛成をもって議決とする。 

（役員会） 

第１２条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催し、必要な事項を

審議決定する。 

２ 役員会は、役員の２分の１以上の出席をもって成立する。但し、あ

らかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。 

３ 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 会計 

（会費等） 

第１３条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに

あてる。 

 

 

（会計責任者） 

第１４条 本会の会計は、本学部事務長が会計担当常任理事となり、こ

れを管理する。 

（会計年度） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日迄と

する。 

 

第５章 会則の変更 

（会則の変更） 

第１６条 この会則の変更は、総会に諮りその承認を得るものとする。 

 

第６章 施行細則 

（施行細則） 

第１７条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議を経て

総会に諮りその承認を得るものとする。 

 

附 則 

この会則は、平成２１年３月１日から施行し、平成２１年４月１日か

ら適用する。 

この会則は、平成２４年６月１６日に一部改正し、平成２４年６月１

６日から施行及び適用する。 



この会則は、平成３１年６月１５日に一部改正し、平成３１年６月１

５日から施行及び適用する。 

 


