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全塾ゼミナール委員会規約	

 	

平成 29 年 5 月 9 日発効 	

 	
第１章	 			総則 	

第１条	 	 	 本会は、各委員会に所属する研究会生の学術的活動並びに友好的交流の支援に

より他学部他学科間の相互理解・相互連携を通して慶應義塾大学のアカデミズ

ムの興隆に寄与することを目的とする。 	

第２条	 	 	 本会は各委員会から承認され選出された委員から構成される。 	

②本会は、各委員会と情報交換を効率的に行えるという特徴を活かし、全ての研

究会生全体にとって利益となる活動のうち、各委員会から本会が行うのが適当

であると認められた業務に特化して活動を行う学生団体である。 	

第３条	 	 	 この規約において本会とは全塾ゼミナール委員会をいう。 	

②この規約において各委員会とは下に掲げる各学部・学科ゼミナール委員会をい

う。 	

一	 文学部人文社会学科社会学専攻ゼミナール委員会 	

二	 文学部人文社会学科人間科学専攻ゼミナール委員会 	

三	 経済学部ゼミナール委員会 	

四	 法学部法律学科ゼミナール委員会 	

五	 法学部政治学科ゼミナール委員会 	

六	 商学部ゼミナール委員会 	

③この規約において各研究会とは前項における各委員会に所属する研究会を指	 	 	 	 	

す。 	

④この規約において本会構成員とは、本会委員長、副委員長、財務役、その他委

員のことを指す。 	

		 	 	 	 	 ⑤この規約において本会委員とは、本会委員長を除く本会構成員のことを指す。 	

⑥この規約において本会会費とは、各委員会に所属する三・四年生の研究会生か

ら拠出される本会運営費及び本会繰越金のことである。 	
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⑦この規約において本会ルームとは三田学生団体ルーム第３３番室をいう。 

	 				 	 ⑧この規約において三役とは本会委員長、副委員長、財務役のこと

をいう。  

第４条	 	 	 この規約において議決権とは、第２３条に掲げる各機関において、その決議 

に加わる権利のことを指す。  

第５条	 	 	 この規約において動議権とは、第２３条に掲げる各機関において、その運営に

関して付議することを求めて提議する権利のことを指す。 	

第６条	 	 	 この規約において議案提出権とは、議決しなければならない事項につき原案を

提出する権利のことを示す。 	

第７条	 	 	 本会の活動は、その性質に鑑み各委員会の承認のもとに行わなければならな

い。 	

②本会の構成員は、各研究会全体の利益を念頭に活動を行う。 	

③本会の構成員は、所属するゼミナール委員会から承認され公正に選出されなけ

ればならない。 	

④本会委員長は、前項において承認を得て公正に選出された本会構成員によって

選出される。	

	

第２章	 			業務 	

第８条	 	 	 本会の業務は以下に掲げるものである。 	

一	 全塾ソフトボール大会の開催運営 	

二	 塾長杯運営の協力 	

三	 講演会担当者会議の招集及び運営 	

四	 業界講演会の開催及び運営 	

五	 三田祭における他学部入ゼミ案内 	

六	 各委員会入ゼミ説明会における他学部入ゼミ案内 	

七	 研究会総覧の	WEB 上での更新 	

八	 各委員会との相互連絡及び相互協力 	

九	 前期・後期全塾総会の主催と運営 	
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十	 委員長会議及び臨時委員長会議の開催と運営 	

第９条	 	 	 第８条に掲げる業務以外の新規業務は、委員長会議または臨時委員長会議にお

ける議決によって行われる。 	

②新規業務を行うに際しては、第１０条及び第１１条を準用する。	

③新規業務を行うに際しては、本会はその担当者を定めなければならない。  

第１０条	 	 本会は全塾協議会が、本会の業務執行について監査を行うときこれを拒否

することができない。 	

②本会は、全塾協議会からの監査の経過の要領及び結果を各委員会に対し報告す

る。 

③本会は全塾協議会から本会業務に関する資料の提供を求められた場合、これに

従わなければならない。  

第１１条  本会業務の運営内容が、委員⻑会議または臨時委員⻑会議において、本規約第

１条に掲げる⽬的、もしくは委員⻑会議または臨時委員⻑会議の決定にそぐわ

ないと判断されたとき、その議決をもって当該業務の運営内容は変更される。		

②前項において本会業務の運営内容が変更されたとき、当該業務を達成する⽬的

で既に⽀出された本会会費は正当な⽀出があったと確定される。	

	

第３章	 			各担当		

第１２条  本会における各担当は、定例会において決定される。		

第１３条  本会は、本会の業務を円滑に遂⾏するため、委員⻑、副委員⻑、財務役の他に

各担当を定める。		

第１４条  本会構成員は、⾃らの担当業務に関して責任を負う。		

第１５条  各担当者はその職務の執⾏に関して⽣じた全ての事項について責任を負う。		

第１６条  委員⻑、副委員⻑、財務役の三役のいずれかに就くものは、他の⼆役を兼任す

ることができない。ただし、委員⻑会議での承認を得た場合兼任を可とする。		
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第１７条  本会構成員は、三役以外の担当を兼任することができる。ただし委員⻑会議で	

      承認を得た場合は兼任可能とする。	

第１８条  広報担当とは、各研究会⽣が本会の提供するサービスを得る機会を増やすため

に、情報提供を⾏う役職である。		

第１９条  ⼊ゼミ担当とは、他学部・他学科の各研究会へ⼊会を希望する者が研究会を選

ぶにあたり⼗分な判断材料を得ることができるように、情報提供を⾏う役職で

ある。		

第２０条  企画とは、他学部、他学科間の研究会⽣の交流を促進するために、全塾ソフト

ボール⼤会の企画及び運営を⾏う役職である。		

第２１条  講演会担当とは、各研究会⽣が各業界の⽅向性、将来性を知り、将来に対する

ビジョンを確⽴するために業界講演会の企画及び運営、及び第１回講演会担当

者会議の招集を⾏う役職である。		

②講演会担当者会議とは、各講演会担当者が各委員会主催講演会及び本会主催業

界講演会の⽇程や講演者を調整するための情報共有の場である。		

③講演会担当者会議の議⻑は第１回講演会担当者会議において選出される。		

④講演会担当者会議における決定は各委員会及び本会の承認をもってその効⼒を

発する。		

	

第４章	 			組織		

第２２条  本会は⽂学部⼈⽂社会学科社会学専攻ゼミナール委員会、⽂学部⼈⽂社会学科

⼈間科学専攻ゼミナール委員会から各１名ずつ、経済学部ゼミナール委員会、

法律学科ゼミナール委員会、政治学科ゼミナール委員会、商学部ゼミナール委

員会から各２名ずつ選出された、合計１０名の委員によって構成される。			

第２３条  本会は以下の機関を設置する権能を有する。	 				 				 				 			

	 		 ⼀ 全塾総会	

⼆	 委員⻑会議	
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三	 臨時委員⻑会議	

四	 定例会	

五	 臨時会	 				 				 				 				 				 				 			

	 				 				 				 				

第５章	 			全塾総会	 				 				 				 				 				 		

第２４条  全塾総会は本会の予算及び決算の承認を得るための機関である。	 	

第２５条  全塾総会は各委員会の常任委員及び本会構成員を全塾総会構成員とする。	

②ゼミナール委員会の常任委員は本会構成員を除いた⼈数が１８名を超えてはな 

らない。	

第２６条  本会は全塾総会において予算及び決算の承認を得なければならない。	

第２７条  前期全塾総会及び後期全塾総会は本会委員⻑により招集される。		

②本会委員⻑は各委員会委員⻑に対し全塾総会開催⽇の１４⽇前までに全塾総会

開催⽇程を通知しなければならない。	

第２８条  全塾総会における議⻑は本会委員⻑がこれを⾏う。但し、本会委員⻑が全塾総

会を⽋席する場合は、本会副委員⻑が議⻑を代⾏する。		

第２９条  全塾総会構成員は全塾総会に出席する義務を負う。但し、やむをえず⽋席する

ものは全塾総会開催⽇の７⽇前までに指名委任状を付託しなければならない。		

第３０条  前条における指名委任状は当⼈が所属するゼミナール委員会常任委員に書⾯で

付託されなければならない。		

②前項における指名委任状は本規約添付書類の書式を⽤いなければならない。	

第３１条  各委員会委員⻑は⾃らのゼミナール委員会間で交わされた指名委任状につい

て、以下に掲げる事項を全塾総会開催⽇７⽇前までに本会委員⻑に通知しなけ

ればならない。	

⼀ 指名委任状の数	

⼆ 指名委任状受託者⽒名	

三 指名委任状付託者⽒名	
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四 全塾総会出席⼈数		

第３２条  全塾総会において、全塾総会構成員は１⼈につき１票の議決権を有する。但

し、指名委任状を付託されている場合は本⼈と指名委任状の数の合計が票数と

なる。		

第３３条  全塾総会における動議権は各委員会委員⻑並びに本会委員⻑のみが有する。		

第３４条  全塾総会において本会副委員⻑は議決権、動議権を持たない。	但し、本会委員

⻑または副委員⻑が⽋席する場合は、議⻑選出のため、財務および各担当統括

を除く本会委員のなかから本会委員⻑が事前に任意の委員を任命し、総会にて

委員⻑の過半数の賛成を得なければならない。	

第３５条  全塾総会の議決は全塾総会構成員数の過半数の賛成による。		

第３６条  全塾総会における議決は賛成者の起⽴をもって⾏う。但し、指名委任状を受託

しているものは起⽴と共に、その委任状を本会副委員⻑に対して提⽰しなけれ

ばならない。		

     ②本条第１項につき、本規約第３４条但し書きを準⽤する。	

第３７条  全塾総会の⽇程通知後、以下に掲げる事態が⽣じた場合、全塾総会は延期され

る。		

⼀ 各委員会委員⻑及び本会委員⻑のうち過半数が⽋席の⾒通しとなった場

合。		

⼆ 各委員会のうち過半数が全塾総会の延期を要請した場合。		

第３８条  全塾総会開催中に以下に掲げる事態が⽣じた場合、全塾総会は中断される。	

⼀ 全塾総会中断の動議が提出され、当該動議が可決された場合。		

⼆	 全塾総会会場が使⽤できなくなった場合。		

第３９条  全塾総会が延期または中断された場合、本会委員⻑は３⽇以内に新たに全塾総

会開催⽇程を定め、各委員会委員⻑に対し通知しなければならない。		

第４０条  本会委員⻑は全塾総会の出席者数をその開催当⽇に調べ、直ちに全塾総会議⻑

に報告する。		
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第４１条  本会副委員⻑は議決における賛成者数及び賛成者が受託している委任状数を数

え、その合計を直ちに全塾総会議⻑に対して報告する。		

第４２条  本会は全塾総会議事について議事録を作成することを要す。		

②議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載する。		

③議事録には全塾総会議⻑及び各委員会委員⻑が、同⼀情報共有技術を⽤い、そ

の内容に誤りがないことを承認した上、本会委員⻑の⾃署並びに押印がなされ

なければならない。	

④本会委員⻑は本条第１項の議事録を本会ルームに備え置くことを要す。	

⑤各研究会⽣は本会ルームにおいて議事録の閲覧をすることができる。		

第４３条  全塾総会において⾏われた決議に対し、ゼミナール委員会の総意として反対意

⾒を表明していた場合には、後⽇、各研究会⽣に対し⽂書をもって当該事実を

表明することができる。		

②前項における⽂書は、本会委員⻑による署名並びに押印をもってその内容が事

実であることを証明されなければならない。		

③本条第１項における⽂書の内容が事実である場合、本会委員⻑はその⽂書に署

名並びに押印をすることを拒否することはできない。		

	

第６章	 			委員⻑会議		

第４４条  委員⻑会議は本会の予算及び決算の承認を除く本会の活動を決定する最⾼意思

決定機関である。		

第４５条  委員⻑会議は、第８条に掲げる本会の各業務及び新規業務の執⾏⽅針に対して

審議を⾏う。		

第４６条  各委員会委員⻑は、委員⻑会議において、各委員会の意思が反映される決議を

⾏う。		
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第４７条  各委員会での承認に基づかない各委員会委員⻑の決議は、これを仮の意思表⽰

とみなす。		

第４８条  前項の仮の意思表⽰は、直近の各委員会での承認が得られなければ、これを無

効とする。		

第４９条  委員⻑会議は各委員会委員⻑及び本会委員⻑、本会副委員⻑を構成員とする。		

第５０条  委員⻑会議は、毎⽉１回開催される。但し、⼤学の休業期間中はその限りでは

ない。		

第５１条  本会は委員⻑会議の議決に従わなければならない。		

第５２条  委員⻑会議は本会委員⻑により招集される。		

②本会委員⻑は各委員会委員⻑に対し委員⻑会議開催⽇の７⽇前までに委員⻑会

議開催⽇程及び開催場所を通知しなければならない。	

③本会委員⻑は各委員会委員⻑に対して委員⻑会議開催⽇の前⽇までにその議題

を通知しなければならない。		

第５３条  委員⻑会議における議⻑は本会委員⻑がこれを⾏う。但し、本会委員⻑が委員

⻑会議を⽋席する場合は、本会副委員⻑が議⻑を代⾏する。		

第５４条  委員⻑会議構成員は委員⻑会議に参加する義務を負う。但し、やむをえず⽋席

する場合は当該ゼミナール委員会副委員⻑がこれを代⾏する。		

②前項における代⾏を⾏う際には、各委員会委員⻑は当該ゼミナール委員会副委

員⻑に対し、委任状を付託しなければならない。		

第５５条  前条における委任状は本規約添付書類の書式を⽤いなければならない。	

第５６条  委員⻑会議において、各委員会委員⻑は⼀票の議決権、動議権及び議案提出権

を有する。		

第５７条  委員⻑会議において、本会委員⻑は動議権及び議案提出権を有する。但し、議

決権は持たない。		

第５８条  委員⻑会議の議決は各委員会委員⻑の過半数の賛成による。		



全塾ゼミナール委員会規約 	

9 	

第５９条  委員⻑会議の⽇程通知後、以下に掲げる事態が⽣じた場合、委員⻑会議は延期

される。		

⼀	 委員⻑会議構成員のうち過半数が⽋席の⾒通しとなった場合。		

⼆	 各委員会委員⻑のうち過半数が委員⻑会議の延期を要請した場合。		

第６０条  委員⻑会議の開催中、以下に掲げる事態が⽣じた場合、委員⻑会議は中断され

る。		

⼀	 委員⻑会議構成員により委員⻑会議中断の動議が提出され、当該動議が可

決された場合。		

⼆	 委員⻑会議会場が使⽤できなくなった場合。		

第６１条  委員⻑会議が延期または中断された場合、本会委員⻑は３⽇以内に新たに委員

⻑会議開催⽇程を定め、各委員会委員⻑に対し通知しなければならない。		

第６２条  委員⻑会議はその議決をもとに特別機関を設置する権能を有する。		

第６３条  本会副委員⻑は委員⻑会議議事について議事録を作成する。但し、本会副委員

⻑は、発⾔権を持たない。	

②議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載する。		

③議事録には委員⻑会議構成員が、同⼀情報共有技術を⽤い、その内容に誤りが

ないことを承認した上、本会委員⻑の⾃署並びに押印がなされなければならな

い。	

④本会委員⻑は本条第１項の議事録を本会ルームに備え置くことを要す。	 	

⑤各研究会⽣は本会ルームにおいて議事録を閲覧することができる。		

第６４条  本会委員⻑は臨時委員⻑会議を招集することができる。		

②各委員会委員⻑のうち⼀⼈からでも要請があった場合、本会委員⻑は臨時委員

⻑会議を招集しなければならない。		

③臨時委員⻑会議を開催するにあたっては、本規約第４４条から第６３条までを

準⽤する。		
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第７章	 			定例会		

第６５条  定例会は、本会の業務執⾏に関する意思を決定することを⽬的とする。		

第６６条  本会は週⼀回の定例会を開催する。但し、⼤学の休業期間中または本会委員⻑

が必要を認めない場合はその限りではない。		

第６７条  定例会は本会委員⻑による招集または本会委員のうち過半数の同意により招集

される。		

第６８条  定例会は本会委員⻑及び委員により構成される。		

第６９条  本会委員は定例会出席の義務を負う。但し、正当な理由により出席できない場

合には本会委員⻑に事前に連絡を為しそれが認められれば、この限りではな

い。		

第７０条  各委員会委員⻑は本会ルームにおいて定例会の議事録を閲覧することができ

る。	

第７１条  各委員会委員⻑または本会委員から要請があった場合、本会委員⻑の判断によ

り臨時会を開催することができる。		

②臨時会開催にあたっては、第６８条から第７３条までを準⽤する。		

		

第８章	 			特別機関		

第７２条  特別機関の⽬的及び構成は委員⻑会議及び臨時委員⻑会議の決定に従わなけれ

ばならない。		

第７３条  特別機関の⻑は、活動内容を本会及び各委員会に書⾯をもって随時報告する義

務を負う。		

第７４条  特別機関はその⽬的を達成した後、委員⻑会議または臨時委員⻑会議の承認を

もって解散する。		

第７５条  特別機関の会計は本会財務役の管轄下におかれる。		
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第７６条  特別機関の経費は本会がこれを負担する。		

	

第９章	 			委員⻑・副委員⻑		

第７７条  本会委員⻑は第⼀回定例会において選出される。		

第７８条  本会委員⻑の任期は引継ぎを受けた時点から次期本会委員⻑に引継ぎを⾏うま

での間とする。		

第７９条  本会委員⻑は本会が⾏う業務の執⾏について包括的な責任を負う。		

第８０条  本会委員⻑は定例会を招集する義務を負う。		

第８１条  本会副委員⻑は本会委員⻑の補佐を⾏う。		

	

第１０章  財務役		

第８２条  本会財務役は、本会の会計、特別機関の会計において責任を負う。		

第８３条  本会財務役は、前期全塾総会において予算案を提出する義務を負う。		

第８４条  本会財務役は、後期全塾総会において決算を報告する義務を負う。		

	

第１１章 		罷免		

第８５条  本会委員⻑は、委員⻑会議または臨時委員⻑会議における議決により本会委員

⻑職を解かれる。		

第８６条  本会委員⻑に対し、本会委員の過半数の罷免要請がなされた場合、本会委員⻑

は委員⻑職を解かれる。		

第８７条  本会委員⻑が本会委員⻑職を解かれた場合は、本会副委員⻑が本会委員⻑職を

引き継ぐ。		

第８８条  前条において本会副委員⻑が本会委員⻑職についた場合、本会は新たに本会副

委員⻑を選出しなければならない。		
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第８９条  本会委員⻑が、本会委員についてその任に堪えられないと判断した場合これを

罷免することができる。		

②本会委員が罷免された場合、当該委員が所属するゼミナール委員会はできるだ

け速やかに新たに本会委員後任者を選出しなければならない。		

第９０条  本会構成員が⾃ら所属するゼミナール委員会の常任委員の任を解かれた場合、

当該構成員は⾃動的に本会構成員を罷免される。		

②前項に基づいて本会構成員が罷免された場合、当該構成員が所属するゼミナー

ル委員会は罷免した⽇から１４⽇以内に本会委員後任者を選出しなければなら

ない。		

第９１条  本会構成員が何らかの理由により各研究会の構成員で無くなった場合、当該構

成員は⾃動的に本会構成員を罷免される。		

②前項に基づいて本会構成員が罷免された場合、当該構成員が所属するゼミナー

ル委員会はできるだけ速やかに本会委員後任者を選出しなければならない。		

第９２条  本会構成員が罷免された後、当該委員が現に所属もしくは所属していたゼミナ

ール委員会が後任者の選出が難しいと判断した場合、委員⻑会議または臨時委

員⻑会議において、その対応を決定する。		

第９３条  本会構成員が罷免された後に選出される後任者の任期は、前任者の残期とす

る。		

	

第１２章  辞任		

第９４条  本会委員⻑が本会委員⻑職の辞任を定例会または臨時会において申し出た場

合、本会構成員の過半数の承認をもって本会委員⻑職を辞任することができ

る。		

②本会委員⻑職を辞任したものは、本会委員として残留することができる。		
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③本会委員⻑が前項における残留を⾏わなかった場合、当該委員⻑が所属するゼ

ミナール委員会はできるだけ速やかに新たに本会委員後任者を選出しなければ

ならない。		

④本会委員⻑が本会委員⻑職を辞任した場合、本会副委員⻑が本会委員⻑職を継

ぐ。		

⑤本会副委員⻑が、本会委員⻑職についた場合、本会は新たに本会副委員⻑を選

出しなければならない。		

第９５条  本会委員が、当⼈が所属するゼミナール委員会の委員⻑に対して辞任を申し⼊

れ、これが受理された場合、当該委員は本会委員を辞任することができる。		

②本会委員が辞任した場合、当該委員が所属するゼミナール委員会はできるだけ

速やかに新たに本会委員後任者を選出しなければならない。		

第９６条  本会構成員が辞任した後、当該委員が現に所属もしくは所属していたゼミナー

ル委員会が後任者の選出が厳しいと判断した場合、委員⻑会議または臨時委員

⻑会議において、その対応を決定する。	 			

第９７条  本会構成員が辞任した後に選出される後任者の任期は、前任者の残期とする。	

	

第１３章  会計	 			

第９８条  本会の収⼊は、本会会費による。	 			

第９９条 本会の会計期間は、本会が前期本会から引継ぎを受けた時点から次期本会に引継

ぎを⾏った時点までとする。	 			

第１００条 本会は年次活動に必要な経費を予算に計上し前期全塾総会において承認を得な

ければならない。	 			

第１０１条 前期全塾総会において予算案が承認される前に本会が⽀出を伴う業務を⾏うと

きは、委員⻑会議または臨時委員⻑会議において当該業務の予算報告書及び事

業計画書を提出し、承認を得なければならない。	 			
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第１０２条 固定電話の回線使⽤料、通話料及び FAX通信料の⽀払いは、本会の会計期間に

拘らず 5⽉分から翌年 4⽉分までを⽀払う。	 			

第１０３条 本会は後期全塾総会における決算報告を⾏ってから次年度会計期間まで固定電

話の回線使⽤料、後期全塾総会で議決された議案に付随する費⽤及び後期全塾

総会運営に付随する費⽤以外の⽀出を⾏ってはならない。	

第１０４条 本会会計監査は全塾協議会がこれを⾏う。	 		

		

第１４章  引継ぎ				

第１０５条 引継ぎの際には、以下の各号に掲げるものを引き渡さなければならない。	 			

⼀ 本会印	

⼆ 本規約	 			

三 本会名義の普通預⾦通帳	 			

四 キャッシュカード	 			

五 財務帳簿	 			

六 銀⾏印	 			

第１０６条 次期財務役は引継ぎ終了後直ちに普通預⾦通帳及びキャッシュカードの暗証番

号の変更をしなければならない。	 			

第１０７条 次期本会委員⻑は引継ぎ終了後直ちにその旨を各委員会に通知しなければなら

ない。				

第１０８条 次期本会委員⻑は引継ぎ終了後直ちに本規約を次期本会委員に配布しなければ

ならない。	

	

第１５章  情報開⽰・相互連絡	 			

第１０９条 本会の正式な意思表⽰は、本会委員⻑が書⾯をもってこれを⾏う。	
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第１１０条 委員⻑会議または臨時委員⻑会議において過半数の要請があった場合、本会委

員⻑は要請のあった事項について学内掲⽰板に掲⽰しなければならない。	

第１１１条	 本会委員⻑が必要と認める場合、本会委員⻑が本会の活動内容等を学内掲⽰板

に提⽰する。	 			

第１１２条 全塾総会は各研究会⽣に対し、その傍聴を認めなければならない。	

②前項における傍聴に関する事項は、本会委員⻑が全塾総会開催７⽇前までに学

各委員会委員⻑に通知する。	

③前項における全塾総会に関する通知には以下の内容を盛り込まなければならな

い。	 			

⼀	 開催⽇時				

⼆	 開催場所				

三	 議事内容				

四	 本会との連絡⼿段	 			

第１１３条 全塾総会傍聴者は全塾総会において、⼀切の発⾔をすることができない。	

②全塾総会傍聴者は全塾総会の議事内容についてメモを取ることができる。		

③全塾総会傍聴者が全塾総会の議事について録⾳、録画及び写真撮影を⾏うに

は、本会委員⻑の許可を必要とする。	 			

	 		④前項における許可は全塾総会までに本会委員⻑が⾏う。				

第１１４条 委員⻑会議及び臨時委員⻑会議の傍聴にあたっては、第１２０条及び第１２１

条を準⽤する。	 			

第１１５条 本会は各委員会から請求があった場合、本会各業務の事業計画書を提出しなけ

ればならない。	 			

第１１６条 本会構成員は引継ぎを受けた後、速やかに本規約を⾃らが所属するゼミナール

委員会常任委員に配布しなければならない。	 			
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第１６章  改正	 			

第１１７条 本規約の改正は、委員⻑会議または臨時委員⻑会議において発議される。	

第１１８条 本規約を改正するに当たっては本会が改正草案を作成し、委員⻑会議または臨

時委員⻑会議において承認をもって本規約は改正される。	 			

第１１９条 本規約改正にあたっては、新規約が承認された時点からその効⼒を発する。	

第１２０条 本規約の改正があった場合、本会構成員は新規約を速やかに各委員会常任委員

に配布しなければならない。	 		

	


