
陸修会会則�

第1章 総則�
（名称）�
第1条 本会 、「陸修会」 称 。�

（事務所）�
第2条 本会 、主 事務所 東京都新宿区 置 。�

（⽬的）�
第3条 本会 、陸上⾃衛隊、特 幹部⾃衛官 通 必要 協⼒及 ⽀援、陸上 

⾃衛隊殉職隊員等 慰霊顕彰等 ⾏ 防衛基盤 強化拡充 図
、陸上⾃衛隊 発展 寄与 、併 会員相互 研鑽及 親睦 図

⽬的 。�
 �

（事業）�
第4条 本会 、前条 ⽬的 達成 、次 事業 ⾏ 。�
1. 陸上⾃衛隊、特 幹部⾃衛官 通 必要 協⼒及 ⽀援 関 �
2. 陸上防衛⼒ 関 調査・研究 提⾔ 関 �
3. 陸上⾃衛隊殉職隊員 慰霊顕彰及 遺族援護 協⼒ 関 �
4. 戦没者 慰霊顕彰 関 �
5. 国内外 関係団体 友好親善、協⼒ 関 �
6. 前各号 掲 事業 係 刊⾏物 発⾏、講演会 研修 関 �
7. 会員相互 研鑽及 親睦 関 �
8. 他、前条 ⽬的 達成 必要 事業 関 �

（⽀部及 付属組織 設置）�
第5条 同⼀地域 居住 、会員 第4条 掲 諸活動 ⾏ 、理事会

決議 ⽀部 置 。�
 ２  特定 事業 実施 、必要 場合、総会 承認 得 、付属組織

設置 。�
 ３  ⽀部及 付属組織 関 必要 事項 、理事会 決議 別 定 。�

第2章 会員�
（種別）�
第6条 会員 種別 、次 。�

 ⼀般会員 陸上⾃衛隊 幹部 勤務 円満 退職 者�
 正会員  ⼀般会員 、会 寄附 ⾏ 者�

、正会員 、総会 議決権 付与 。�
 賛助会員 本会 ⽬的 賛同 、理事⻑ ⼊会 認 法⼈⼜ ⼀
般会員（正会員 含 ）以外 個⼈ 、寄附 ⾏ 者�

（⼊会⼿続 ）�
第7条 賛助会員 ⼊会 者 、理事⻑ 定 、⼊会申

込書 理事⻑ 提出 。�

（会員資格 喪失）�
第8条 会員 、次 掲 事由 資格 失 。�
1. 本⼈ 申 出 退会�
2. 個⼈会員 、死亡�
3. 法⼈ 会員 、解散�
4. 除名�

（除名）�
第9条 会員 除名 、当該会員 本会 名誉 傷 、⼜ 本会 ⽬的 反 ⾏為

場合 ⾏ 。�
    正会員 除名 場合 、総会 出席会員 ３分 ２以上 賛成 議

決 ⾏ 、 場合、当該会員 対 総会 弁明 機会 与
。賛助会員 除名 場合 、理事会 出席理事 ３

分 ２以上 賛成 議決 ⾏ 、必要 応 、当該会員・紹介者
意⾒ 聴取 。�

 �
第３章 役員�

（役員 設置）�
第10条 本会 次 役員 置 �

理事 ９名以上３０名以内�
   監事 ３名以内�
２�理事 、１名 代表理事（以下「理事⻑」 。）�
３�理事 監事 、相互 兼 �

（役員 選任）�
第11条 理事及 監事 、総会 決議 選任 。�
 ２ 理事⻑及 副理事⻑ 、理事会 決議 理事 中 選定 。�

（役員 職務）�
第12条 理事⻑ 本会 代表 、会務 総理 。�
２ 副理事⻑ 、 理事会 決議 経 順序 、理事⻑ 事故

⼜ ⽋ 、 業務遂⾏ 係 職務 代⾏ 。�
 ３ 理事 、理事会 構成 会務 運営 、理事⻑ 命 受 担任
業務 執⾏ 。�

 ４ 監事 、会計及 業務 執⾏状況 監査 、理事会 出席 必要
認 時 意⾒ 述 。�

（役員 任期）�
第13条 役員 任期 ２年 、再任 妨 。�

（会⻑、顧問及 相談役）�
第14条 本会 、理事⻑ 必要 認 場合、理事会 決議 経 、正会員

会⻑、顧問及 相談役 置 。�
 ２ 会⻑、顧問及 相談役 、重要 業務 、理事⻑ 諮問 応 、意⾒ 述

。�
 ３ 会⻑、顧問及 相談役 、理事会 出席 、意⾒ 述 。�

第４章 総会�
（種類）�
第15条 総会 、定期総会及 臨時総会 ２種類 。�

（構成）�
第16条 総会 、正会員 構成 。�

（権限）�
第17条 総会 、次 事項 議決 。�
1. 理事及 監事 選任�
2. 事業報告及 収⽀決算�
3. 会則 変更�
4. 会員 除名�
5. 他、解散 含 本会 関 重要事項�

（開催）�
第18条 定期総会 、毎事業年度終了後９０⽇以内 開催 、臨時総会 、理事⻑

必要 認 時 理事会 決議 経 開催 。�

（招集）�
第19条 総会 、理事⻑ 招集 。�

（議⻑）�
第20条 総会 議⻑ 、理事⻑ 当 。�

（決議）�
第21条 総会 決議 、出席 会員（委任状 含 ） 過半数 同意 決

。 可否同数 場合 、議⻑ 決 。�
      際、以下 議決 、出席 会員（委任状 含 ） ３分

２以上 。�
  （１） 会員 除名�
  （２） 監事 解任�
  （３） 会則 変更�
  （４） 解散�

（議事録）�
第22条 総会 議事 、議事録 作成 、１０年間事務所 備 置

。�

（代理）�
第23条 総会 出席 会員 、委任状 、議事 賛否 代理⼈ 委任

。代理⼈ 指名 場合 、理事⻑⼀任 。�

第５章 理事会等�
（構成）�
第24条 理事会 、 理事 構成 。�

（権限）�
第25条 理事会 、総会 決定 基 、会務 決定、監督 ⾏ 。�
 ２ 理事会 、次 事項 審議、決定 。�
1. 事業計画及 収⽀予算 関 �
2. 事業報告及 収⽀決算 関 �
3. 会員 推薦及 資格 関 �
4. 会則及 施⾏細則 変更 関 �
5. 理事 選任、退任、解任 関 �
6. 事務所、 他重要 組織 設置、廃⽌、変更 関 �
7. 総会 ⽇時、場所、⽬的、事項等 関 �
8. 他、理事⻑ 諮問 関 �

（種類及 開催）�
第26条 総会 、定期理事会 臨時理事会 ２種類 。�
２ 定期理事会 、６ ⽉ ⼀度開催 、臨時理事会 、理事⻑ 必要 認 時
開催 。�

３ 理事会 、出席者 過半数 達 開催 。�

（招集）�
第27条 理事会 理事⻑ 招集 。�

（議⻑）�
第28条 理事会 議⻑ 、理事⻑ 当 。�

（決議）�
第29条 理事会 決議 、出席 理事 過半数 同意 ⾏ 、可否同数

、議⻑ 決 。�

（議事録）�
第30条 理事会 議事 、議事録 作成 、１０年間事務所 備 置

。�

（委員会 設置）�
第31条 理事会 運営 適切 ⾏ 、必要 委員会 設置 。�

第６章 会計�
（運営経費）�
第32条 本会 運営経費 、寄附⾦及 他 収⼊ 賄 。�

（寄附）�
第33条 会員 、会員規程 定 寄附 。�
２ 正会員及 賛助会員 、毎年、別 定 額 基準 寄附 求

。�
際、２年間続 寄附 ⾏ 場合、正会員 ⼀般会員 、 

賛助会員 資格 失 。�

（資産 管理）�
第34条 本会 資産 、会計 担当 理事 管理 。�

（事業報告及 決算）�
第35条 本会 事業報告及 決算 、毎事業年度終了後、理事⻑ 書類  

作成 、監事 監査 受 上 、理事会 承認 経 、定期総会 提出
、承認 受 。�

（年度事業）�
第36条 本会 事業年度 、毎年４⽉１⽇ 始 、翌年 ３⽉３１⽇ 終 。�

第７章� 個⼈情報 保護�
（個⼈情報 保護）�
第37条 本会 、業務上知 得 個⼈情報 保護 万全 期 。�

第８章 事務局�
（事務局）�
第38条 本会 事務 処理 、事務局 設置 。�
２�事務局 、事務局⻑及 所要 職員 置 。��
３�事務局⻑及 重要 職員 、理事⻑ 理事会 承認 得 任免 。�
４�事務局 組織及 運営 関 必要 事項 、理事会 決議 別 定 。�

第９章 補則�
（委任） �
第39条  会則 定 、本会 運営 必要 事項 、理事会 議決

別 定 。�

附則�
１� 会則 、令和４年４⽉２７⽇ 施⾏ 。�
２ 本会 設⽴時 理事⻑、設⽴時 理事、設⽴時 監事 次 掲 者 。�
(1)理事⻑ 森  勉�
(2)理 事�⽕箱芳⽂、関⼝泰⼀、千葉德次郎、宮下寿広、中川義章、松岡裕⼦、�
��������岩⽥清⽂、番匠幸⼀郎、千先康⼆、岡部俊哉、志⽥祐⼦、深津 孔、�
  ��森⼭尚直、湯浅悟郎、神成健⼀、本松敬史、渡辺雅⺒、泉 定男 �

(3)監 事 保松秀次郎


