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近畿北陸学生ヨット連盟規約 

 前文 

本連盟は、全日本学生ヨット連盟規約（以下全日本学連規約という）に規定されている水域学生

ヨット連盟に相当する近畿北陸地方の唯一の連盟である。全に日本学連規約を補完する目的で本

規定を制定する。    

  

  

  

第一章  総 則 

＜名称＞ 

第１条     本連盟は、近畿北陸学生ヨット連盟（以下連盟という）と称する。 

  

＜住所＞ 

第２条     連盟は、本部を理事会の事務局長の住所に置く。 

  

＜目的＞ 

第３条     全日本学連規約第３条に準ずる。  

  

＜事業＞ 

第４条     全日本学連規約第４条に準ずる。 

  



＜組織と加盟資格＞ 

第５条     ①連盟は、京都府、滋賀県、石川県、富山県、福井県の各水域に体育会ヨット

部活動の本拠地を有する大学ヨット部（以下加盟大学という）をもって組織

する。 

        ②連盟へ加盟するための条件は、全日本学連規約第５条②に準ずる。 

  

＜競技出場資格＞ 

第６条     全日本学連規約第６条に準ずる。 

  

＜所属＞ 

第７条     連盟は、全日本学生ヨット連盟（以下全日本学連という）を通して（財）日本

セ－リング連盟に所属する。 

  

＜加盟及び除名＞ 

第８条     全日本学連規約第８条に準ずる。 

  

＜規約改正＞ 

第９条      本規約の改正は、学連総会において構成員の三分の二以上が出席し、その三

分の二以上の議決を要する。 

  

  

 

 



第二章                 加盟大学の義務 

＜人命尊守の義務＞ 

第１０条    全日本学連規約第１０条に準ずる。 

  

＜事故防止の義務＞ 

第１１条    全日本学連規約第１１条に準ずる。 

  

＜分担金などの納入義務＞ 

第１２条    全日本学連規約第１２条に準ずる。 

  

  

第三章  学連総会 

＜学連総会＞ 

第１３条    連盟に学連総会を置く。 

  

＜学連総会の任務＞ 

第１４条    学連総会は、連盟の最高議決機関として、連盟の目的達成のため、業務 

に関する一切の事項を審議決定するものとする。 

  

＜学連総会の組織＞ 

第１５条   ①学連総会の構成員は②の役員および③の学連委員をもって構成する。 



②連盟に以下の役員を置く。 

③学連委員は各大学一名とする。 

④学連委員より以下の学連役員を選出する。 

 

  役員 

         会長         １名 

         顧問         若干名 

代表理事       ３名 

         常任理事       女子代表理事、理事会事務局長各１名およびその他

若干名 

         監督理事       各大学 1名 

         会計監査役      ２名 

  学連役員 

         委員長        １名 

         副委員長       ２名 

         女子委員長      １名 

主務         １名 

         会計         １名 

         書記         １名 

         副務         若干名 

          

 



＜会長＞ 

第１６条   ①会長は、理事会の推薦により学連総会において選出する。 

       ②会長は、連盟を代表し連盟の運営全般にわたって指導・助言を行う。 

       ③会長の任期は２年とし、留任を妨げない。 

       ④会長が任期途中で退任した場合、新たに選出された会長の任期は前任者の残任

期間とする。 

 ＜顧問＞ 

第１６条－２ ①顧問は、理事会の推薦により学連総会において選出する。 

       ②顧問は、連盟の運営全般にわたって指導・助言を行う。 

 

＜代表理事＞ 

第１７条   ①代表理事は、理事会の推薦により学連総会において選出する。 

       ②代表理事は、連盟の運営全般を統括指導する。 

       ③代表理事は、全日本学連規約第２１条に規定する評議員として連盟より推薦す

る。 

       ④代表理事の任期は２年とし、留任を妨げない。 

       ⑤代表理事が任期途中で退任した場合、新たに選出された代表理事の任期は前任

者の残任期間とする。 

 

＜女子代表理事＞ 

第１８条   ①女子代表理事は、理事会の推薦により学連総会において選出する。 

②女子代表理事は、連盟の女子に関する運営全般を統括指導する。 



③女子代表理事の任期は２年とし、留任を妨げない。 

④女子代表理事が任期途中で退任した場合、新たに選出された代表理事の任期は

前任者の残任期間とする。 

＜理事＞ 

第１９条   ①理事は、常任理事と監督理事とする。 

②常任理事は、理事会の推薦により学連総会において選出する。 

③常任理事の任期は２年とし、留任を妨げない。 

④常任理事が任期途中で退任した場合、新たに選出された常任理事の任期は前任

者の残任期間とする。 

       ⑤監督理事は加盟大学の監督もしくはこれに準ずる者とする。 

 ＜会計監査役＞ 

第１９条－２ ①会計監査役は、理事会の推薦により学連総会において選出する。 

       ②会計監査役の任期は２年とし、留任を妨げない。 

③会計監査役が任期途中で退任した場合、新たに選出された会計監査役の任期は

前任者の残任期間とする。 

＜女子理事＞ 

第２０条   削除  

  

＜委員長＞ 

第２１条   ①委員長は、学連総会において構成員の三分の二以上が出席し、その三分の二以

上の賛成をもって学連委員の中より選出する。 

       ②委員長は、学連総会の議決に基づき会務を掌握し執行する。 

        



 ＜副委員長＞ 

第２２条   ①副委員長は、委員長が推薦し学連総会で承認する。 

       ②副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったときにはその職務を代行

する。 

  

＜主務・会計・書記・副務＞ 

第２３条   ①執行機関として、主務、会計、書記、副務を置く。 

       ②主務・会計・書記・副務は、委員長が推薦し学連総会で承認する。  

 

＜女子委員長＞ 

第２４条    女子委員長は、委員長が推薦し学連総会で承認する。  

         

＜委員・女子委員＞ 

第２５条    削除 

  

＜学連委員の任期＞ 

第２６条    学連委員の任期は、１月１日より１２月３１日までの１年間とする。 

＜学連総会の委員長等の不信任＞ 

第２７条    削除 

 

＜オブザーバー＞ 

第２８条    委員長は、学連総会において議題により、その議題に関する第三者をオブザー



バーとし招聘し意見を求めることが出来る。 

＜学連総会の招集＞ 

第２９条    学連総会は、委員長がこれを招集する。 

＜議長＞ 

第３０条    学連総会の会議は、委員長が議長として議事を主宰する。 

＜議事＞ 

第３１条   ①学連総会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。 

       ②議決権は、構成員が、それぞれ１票を有するものとし、議事は別段定めのある

場合を除きその過半数をもって決する。 

       ③可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

＜代理人＞ 

第３２条    構成員が学連総会に出席できない場合は、他の者にその議決権を委任できる。 

但し、その場合は委任状を議長に提出しなければならない。 

  

＜緊急を要する事項＞ 

第３３条   緊急を要する事項の審議については、学連総会を招集するいとまがない場 

合には、又は再度にわたる流会の場合には、当該事項に関する限り、委員 

長が構成員の三分の二以上の同意を得た上で、運営委員会の決定をもって学 

連総会の意志に代える事が出来る。但し、この場合次回の学連総会で承認 

を得なければならない。 

  

  



 

第四章  運営委員会 

＜運営委員会＞ 

第３４条   ①連盟に運営委員会を置く。 

       ②運営委員会は、代表理事、常任理事、委員長、副委員長、女子委員長、主務、

会計、書記、および副務をもって構成する。 

       ③委員長は運営委員長を兼ねる。  

       ④運営委員会は、学連総会に提出する議題その他連盟の運営に必要な事項を審議

する。 

        

＜執行委員会の会議＞ 

第３５条   削除 

  

第五章   理事会 

＜理事会＞ 

第３６条   連盟に理事会を置く。 

  

＜理事会の任務＞ 

第３７条   理事会は、連盟の諮問機関として連盟の目的達成のために連盟の運営・事業全般

に関する事項を審議する。 

＜理事会の組織＞ 

第３８条   理事会は、次の者により構成される。 



         

 会長         １名 

         顧問         若干名 

代表理事       ３名 

         常任理事       女子代表理事、理事会事務局長各１名およびその他

若干名 

         監督理事       各大学 1名 

＜事務局＞ 

第３９条   ①理事会の事務局は理事会事務局長がこれにあたる。 

       ②事務局長は、理事会において推薦され選出される。 

  

＜議長＞ 

第４０条    理事会は、事務局長が議長として議事を主宰する。 

   

＜会長、顧問、代表理事、常任理事、会計監査役の就任及び選出＞ 

第４１条   ①会長、顧問、代表理事、常任理事、会計監査役の任期は１月１日より翌年の１

２月３１日までの２年間とする。 

②会長、顧問、代表理事、常任理事、会計監査役は、現任者の任期が満了する前

の理事会において推薦者を選出する。。 

 

＜理事会の招集等＞ 

第４２条   ①理事会は、事務局長がこれを招集する。 



       ②理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、可否同数の場合は議長がこ

れを決する。 

       ③議長は議事に関係があると認めた者を、理事会に出席させる事が出来る。 

  

＜理事会の事務＞ 

第４３条    削除  

  

第六章  部会 

＜部会＞ 

第４４条    会長は本連盟に部会を設置する。 

＜部会の目的＞   

第４５条                        部会長は、その目的を達成するため必要に応じ部会を開催する。 

＜部会の構成> 

第４６条    部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。部員は部会長の推薦を得て理

事会が承認する。 

  

第七章  会計 

＜経費＞ 

第４７条   全日本学連規約第４４条に準ずる。 

  

＜分担金納入期限＞ 

第４８条   分担金は、３月３１日までに連盟に納入する。 



  

＜会計年度＞ 

第４９条   連盟の会計年度は、１月１日より１２月３１日までとする。 

 ＜決算報告書提出の義務＞ 

第５０条   会計は、会計監査役に会計監査を受け、次年度はじめの学連総会において決算報

告を行わなければならない。 

  

＜会計責任＞ 

第５１条   会計責任は、連盟が負うものとする。 

  

第八章  賞罰 

＜表彰＞ 

第５２条   全日本学連規約第４９条に準ずる。 

  

＜除名または権利の停止＞ 

第５３条   全日本学連規約第５０条に準ずる。 

 

第九章  その他 

＜その他＞ 

第５４条   この規約に定めのない事項、その他については会長がこれを定める。 

 

 

付則 

 

①     本規約は平成２１年１２月３日より施行する。 

② 本規約は随時必要に応じて見直す。 

 


