
会務処理に係る事務管理規定

（目的と適用範囲）
第１条 この規定は、居ごこち学会の会務処理の円滑化と透明性を図るため、会務処理などの具体的
な取扱規定として定める。

第１章 会務の執行、管理の諸原則

（会務処理に係る原則）
第２条 学会の諸活動や会務処理などに関し、証拠的な価値をもつ文書による取り扱いを行うものと
し、かつ情報公開の原則にのっとり組織の意志決定などの透明性を図るとともに、あわせて記録保
全を図りつつ会務執行を適正かつ円滑に行うため、原則として文書主義による会務執行を行うもの
とする。

２ ここでいう「文書主義」とは、紙媒体のみによる取り扱い方法を指すものではなく、学会の会務
執行やその事務処理の中で行われる文書とは、収集、記録、伝達、活用、広報、保全、会計など（以
下、「情報等」という。）の執行やその処理の過程で行われる記録または情報等のすべてを「記録
された媒体」（文字、図画、図書、フィルム、電子的または磁気的な記録その他情報などの再生可
能なすべての「もの」を含む。）を通じて行う手段のことをいう。

（伝達などに係る電子情報等の利用の原則）
第３条 会務や事業の執行に関し、その迅速性の確保や記録の保存、及び費用の効率的活用の視点か
ら、情報等の伝達などについて、会則に定めのある事項を除き、原則として学会のホームページな
ど下記に掲げるWebシステムの活用により行うものとする。

学会ホームページの URL http://igokochi.org/
学会のＥメールアドレス igokochigakkai@gmail.com

２ 前項の規定は、上記の方法により難い会員に対しては、あらかじめの当該会員の申し出により、
口頭、ファックスまたは郵送などによる伝達方法を採用することを妨げるものでない。

３ E メールによる伝達などに関しては、その送達などの確認を円滑かつ確実に行うため、送信者は
原則として送信段階で「開封確認」の設定を行い、また受信者は「開封要求に答える方法」などを
採用して、伝達漏れの防止を図らなければならない。

（情報等の適正管理の原則）
第４条 学会の文書管理などに関しては、別に定める「倫理規定」（別紙１）または「個人情報保護
方針」（別紙 2）にもとづき、個人情報などが第三者へみだりに漏出または公開されないよう適正
に管理されなければならない。

（会員台帳の作成と管理）
第５条 本会の会員に係る基礎的なデータやその移動などを記録し、保存するため「会員台帳」（第 1
号様式）を作成する。

２ 前条で作成した台帳は、本会が存続する間は永久保存とする。
３ 会員は、第 1 項のデータの適正な管理に資するため、住所、氏名、所属、連絡先情報（E メール
アドレス、電話番号あるいはファックス番号）など、会務状況の円滑な伝達に必要とされる事項に
ついて、これを変更したときは速やかに第 14 条に定める名簿管理者に通知しなければならない。

第２章 会務処理に係る役員等の権限と責務等

（役員任期の範囲）
第６条 会則第 8条第 2項の「役員の任期は 2年」の規定にともなう具体的な任期の範囲は、総会に
よる役員の選任の議決後からおおむね 2年の範囲を指し、その退任の時期は次の役員の選任を議題
とした総会における次期役員の選任の議決をもって終了する。

２ 任期途中の役員が退任し、または増員などにより任期途中で選任された新たな役員の任期の範囲
は、当該選任が行われた総会の議決後から、前任者または現任者の任期の残存期間の範囲とし、そ
の任期終了の時点は、前項の規定に定める次期役員の選任の議決をもって終了する。

（役員選任の制限）
第７条 会則第 8条第 2項の「再任は妨げない」の規定は、原則として学会内規第２号（2015年 2
月 3 日開催の第 29 回理事会決定事項、別紙 3 参照）にもとづき、特別な事情がある場合を除き、
原則として 2期または 4年を越えない範囲内とする。

（会務執行に関する役員の責務)
第８条 会長は、学会を代表し、総会または理事会の議決にもとづき、その事務に関する決定を行う。
２ 副会長は、前項の会長事務を補佐するほか、会長に事故あるときは会長事務を代行する。
３ 事務局長は、事務局を統括するほか、第 12条各号に掲げる事務を行う。
４ 理事は、理事会の構成員として学会の経営の決定に参画するほか、担当する事務執行に関し義務
と責任を負うとともに、学会会務の円滑な運営などに関し共同して責任を負う。

（理事会等の開催手続き）
第９条 会則第 9条第 2項に規定する理事会については、原則として年 3回以上開催するものとし、
開催通知は、事務局からの文書によりおおむね 1ヶ月前までに行うものとするほか、必要とされる
資料は開催 2週間前までに理事に送達するよう配慮をしなければならない。

２ 前項の規定は、総会の開催において準用する。
３ 理事会は、理事の過半数が出席(委任状提出者を含む｡以下同じ｡)しなければ開くことができない。
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４ 理事会の議長は会長が勤めるほか、議決は出席した役員の過半数により決するものとする。

（事務局の設置等）
第１０条 事務局は、会務の円滑な執行を行う理事会の機能を補完するため、理事会の議決にもとづ
き設置する。

２ 前項の事務局は、会則第 8条第 1項第 4号に定める事務局長が総括し、当該事務局の担当は学会
内規第２号にしたがい、下記に掲げる構成とする。
(1) 会計
(2) 名簿管理
(3) 広報
(4) 情報管理

３ 前項に定める組織の責任者は、それぞれの担当毎に理事会、並びに会長、副会長、若しくは事務
局長の指示にもとづき、それぞれの事務を責任をもって担当するものとし、その任期は原則として 2
年（再任は妨げない）とする。

（事務局会議の開催）
第１１条 学会の円滑な事務を推進するための事務局の内部に事務局会議を置き、原則として会議は
隔月開催とするほか、会長、副会長または事務局長が必要とする場合は、随時開催できるもととす
る。

２ 事務局会議の開催手続きは、原則として第 9条第 1項の規定を準用するもとするが、緊急かつ時
間的に余裕がない場合など、やむを得ない事情がある場合は、これによらず開催することができる。

（事務局長の責務）
第１２条 事務局長は、原則として前条第 1項に定める指示または理事会の決定にもとづき、事務局
会議を開催し、これを主宰するほか、次の各号に掲げる事項について、その管理及び処理に関する
責務を負う。
(1) 学会の総務に関すること
(2) 事務局の運営管理に関すること
(3) 総会及び理事会の事務に関すること
(4) 予算、決算の事務に関すること
(5) 法務・コンプライアンスなどの適正化に関すること
(6) リスク管理に関すること
(7) 学会の文書管理に関すること
(8) 会員台帳の作成と保管に関すること
(9) 渉外に関すること
(10) 会員の入・退会に関する事務に関すること
(11) 他の役員に属する事項を除く会員向けの連絡、調整などの事務に関すること
(12) 他の組織に属さない事務及び連携などに関すること
(13) その他、会長、副会長の指示事項、または事務局長自ら必要と判断される事務に関するこ

と

（会計の責務）
第１３条 会計は、学会の金銭出納の事務及び物品などの出納管理を行うため、次の各号に掲げる事
務に関し、その処理の責務を負う。
(1) 金銭及び購入物品などの出納事務の管理と執行に関すること
(2) 学会の財産管理に関すること
(3) 予算及び決算事務のとりまとめに関すること
(4) 前条第 1 項第 10 号に定める入会申込者の会費納入や退会者の債権管理などの事務に関する

こと
(5) 年会費の徴収事務に関すること
(6) 金銭出納に関し随時把握を行うほか、年度の中間段階で会計状況をとりまとめ、その概要を

理事会に報告すること
(7) 会費未納者に関する情報を定期的にとりまとめ、理事会に報告すること。
(8) その他、会計及び物品管理などに関し必要な指導などの措置を行うこと

２ 会計は、学会予算の適正かつ効率的な執行を行うため、次に掲げる事項について、予算執行の状
況を常に把握し、計画的に予算執行がされるよう努めなければならない。
(1) 正当で必要な支出であるか。
(2) 予算の目的に違反することはないか。
(3) 事業毎に定められた予算額を超過することはないか。
(4) 金額に違算はないか。
(5) 財源について、事業執行段階で当該支出ができる状態にあるか。
(6) その他予算の適正執行に関し、必要とされる事項の適否に関する監視及び指導及び助言など

に関すること
３ 前項の予算執行に係る監視などにより、著しい予算執行上の瑕疵などを把握、確認した場合は、
会計は直ちに事業執行者などに対し必要な是正のための指導を行うほか、直近の理事会に報告する
など、予算の適正な執行管理に努めなければならない。

４ 前項の規定は、学会の財産及び物品管理についても適用する。

（名簿管理者の責務）
第１４条 名簿管理者は、会員名簿の適正な管理を行うほか、次に掲げる事務に関しその責務を負う。

(1) 第 5条第 1項に定める会員台帳の記載内容などに関する適正な管理を行うほか、これを基に
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絶えず最新の会員名簿を作成、整備を行うなどの名簿管理の事務に関すること
(2) 会員の連絡先などの確認を行うために、定期的に必要とされる調査や確認を行うこと
(3) 定期的に、会員の会費納入や未払い会費などの情報を収集するなど、常に会員情報の把握と

と確認及び整理などに努めること
(4) その他会員の名簿に係る適正管理の事務に関すること

（広報担当者の責務）
第１５条 広報担当者は、会務の動向を絶えず把握しつつ円滑かつ必要な広報活動を行う責務を負う。

(1) 学会の各種事業に係る広報活動に関すること
(2) 機関誌や広報誌などの編集、発行及び配布などに関すること
(3) 市民や学生などに対する啓発や入会斡旋などの会員確保に資するための広報に関すること
(4) その他学会の広報、啓発などの広報管理について必要とされる事項に関すること

（情報管理者の責務）
第１６条 情報管理者は、学会のもつ各種情報の管理及び提供などに関し、必要な措置を行う責務を
負う。
(1) 学会のホームページその他の電子的仕組みの維持、管理に関すること
(2) 学会のもつ各種情報などのセキュリテイ対策に関すること
(3) 会務などのもつ情報の公開管理に関すること
(4) その他会務に係る情報管理及び提供などに関し、必要とされる事項に関すること

第３章 会計処理の事務取り扱い

（執行予算の立て替え払いの原則）
第１７条 予算の執行に係る事業費用の支払は、原則として当該事業を執行する者（以下、「事業執
行者」という。）の立て替え払いとする。

（年度ごとの会費請求事務）
第 1 ８条 会計は、毎年度当初に「○○年度会費納入のお願い」（第 2 号様式）にもとづき、金融機
関が発行する振込票（料金加入者負担の払込書）を添付して、会員に対し会費の納入請求のための
通知を遅滞なく行わなければならない。

２ 前項に定める振替用紙には、振込金額、当該金融機関の加入者名及び口座番号などの必要とされ
る最低限の情報を記載した振込票を作成した上で、これにより請求を行うものとする。

３ 過年度の会費が未納な会員に対する督促については、第 1項の規定にもとづく会費請求とあわせ、
過年度分の未払い会費の請求を行うものとし、その方法は第 1項及び前項に規定した方法を準用し
て行うものとする。

４ 会計は、理事会の開催の都度、会員から会費納入状況及び寄付金その他の収入について、会費等
収入調書（第 3号様式）を作成して理事会に報告しなければならない。

５ 第３項による督促事務の結果、または会員の退会などにともない過年度分の会費の納入がされな
い場合は、会計は第 30条及び第 31条各項に定める措置を事務局長に求めることができる。

（会計の事務執行の具体的な方法）
第１９条 金銭出納の管理事務は、別に定める「金銭出納管理システム」にもとづき実施するものと
する。

（会計と事業執行者との協議等）
第２０条 事業執行者は、あらかじめ会計あて金銭支出票（第 4号様式）を提出して会計と協議しな
ければならない。

２ 事業執行上特にやむを得ない事情がある場合、あるいは時間的に緊急を要する場合は、事業執行
者は前項の規定によらず、あらかじめ口頭などの迅速な方法で会計と協議（以下、「口頭等協議」
という。）を行うとともに、事業実施後に金銭支出票を作成して会計あて提出しなければならない。

３ 会計は、金銭支出票を受理したとき、あるいは前項で定める口頭協議を受けたときは、第 13 条
第 2項各号に定める項目にもとづき審査及び確認を行い、その結果を直ちに第１項で定める金銭支
出票の最下欄にある「会計確認欄」に必要事項を記載し、速やかにその写しを添えて事業執行者に
対し当該予算執行の可否の通知を行わなければならない。
なお、前項で定める協議が口頭であった場合は、速やかに口頭で可否の通知をすることができる。

（精算手続きと事業実施結果の把握等）
第２１条 事業執行者は、前条第 3項の規定により会計から承認された事業の執行が完了したときは、
おおむね１ヶ月以内に、費用支払いに係る領収書などの必要な資料を添えて、会計に対し当該事業
の実施報告書（第 5号様式）を提出して、精算手続きを行わなければならない。

２ 前項の予算執行に際し、報酬支払対象者からの領収書などの受領ができなかった場合などの特別
な事情があったときは、当該理由を前項に定める実施報告書の「措置状況」欄に記載して、必要な
領収書などの資料の添付に換えることができる。

２ 第 1項の報告書に添付した精算手続きに関する金銭収支関係書類の記載事項の加除または訂正に
ついては、原則としてこれを実施してはならない。
ただし、その内訳となるべき書類に記載された金額及び数量に関しては、この限りでない。

３ 会計は、前項の精算手続きの完了後に、当該事業執行者に対し速やかに立て替え費用の支払いを
行うとともに、学会としての当該事業の実施結果の把握と記録保存のため、事務局長に対し事業実
施者から提出された実施報告書の写しを送付しなければならない。
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（前渡金の支出）
第２２条 会計において、第 17 条に定める事業執行者による費用の立て替え払いが困難とされる事
情が認められた場合は、あらかじめ当該事業の執行前に前渡金として所要の費用を支払うことがで
きる。

２ 前項の前渡金の支払いは、原則として事業執行に係る費用の概算見積りの金額の範囲とする。
３ 会計は、第 1項に定める前渡金により執行した事業に関し、前条第 1項に定める精算手続きを準
用して手続きを行うと共に、精算段階での当該費用の過不足の確認を行い、当該精算により金額の
過不足が生じた場合はこれを精算しなければならない。

４ この場合、実施報告書の提出などの事務手続きは、前条各項の規定を準用する。

（歳出予算のない費用などの支出の取り扱い）
第２３条 既決の予算の 50 ％を越える事業予算の執行、または歳出予算に計上されていない費用、
予算の流用、もしくは予備費の流用（以下、「流用等」という。）を行おうとする者は、理事会の
承認を得なければ当該費用の支出をすることができない。

２ 前項の流用等の変更は、食糧費、交際費及び旅費に係る支出については、原則としてこれを実施
してはならない。
ただし、あらかじめ理事会において、特にやむを得ない事情があると判断され、承認された場合

はこの限りでない。

（予算関係書類等の保存期間）
第２４条 予算執行に関する文書、金銭出納などの関係資料及び第 21 条第１項で規定された事業報
告書は、当該年度の終了後 5年間は保存しなければならない。

２ 前条に規定にかかわらず、当該保存資料に学会の債権または債務に関する未了事項がある場合は、
当該未了債権または債務に係る民法上の時効期限を勘案して、前項に定める 5年の保存期間に加え
て、民法に定める時効期間にさらに 3年間を越える期間を加算した時期まで、当該書類を保存しな
ければならない。

３ 前項で定めた債権または債務に関し、これが消滅した場合は、当該消滅時点から起算して 5年間
は関係書類のすべてを保存しなければならない。

（報酬等の執行の原則）
第２５条 事業実施にあたって必要とされる講師謝礼などの取り扱いについては、学会内規第１号
（2014 年 9 月 16 日開催の第 25 回理事会決定事項、別紙 3 参照）にもとづき、次により実施する
ものとする。
(1) 外部講師などへの報酬 現金 1万円
(2) 内部講師またはパネラーなどへのお礼 5千円程度の商品券
(3) 会員などへのお礼 内容に応じて 3千円または 5千円程度の商品券
(4) 学会関係者や役員または知り合いなど 謝礼なしの扱いとする。

ただし、やむを得ない事情で当該報酬などを増額する必要がある場合は、あらかじめ理事会の承認
をえて実施しなければならない。

（収入等の確認事務）
第２６条 会計が行う第 13 条第 1 項第 6 号の規定による会計処理に関する理事会への報告は、中間
期会計決算調書（第 6号様式）により行うものとする。

第４章 会員の入退会事務等の取扱い

（会員証の作成と交付等）
第２７条 会員には会員証（第 7号様式）を交付する。
２ 会員証の有効期限は、原則として発行後 3年間とし、事務局長は有効期限が満了する日の前日ま
でに新たな会員証を作成し、交付しなければならない。

３ 会則第 6条第 2項に定める「継続して 2年以上会費を滞納した会員」（以下、「未納会員」という。）
については、第１項に定める会員証は交付しないことができる。

（会員の入会の取扱い）
第２８条 会則第 5条に定める入会申込は、入会申込書（第 8号様式）により行うものとし、入会し
ようとする者（以下、「入会申込者」という。）または入会申込者から当該申込書を預かった会員
等は、速やかに当該申込書を事務局長あて提出しなければならない。

２ 事務局長は、入会申込書の提出があった場合は、入会申込者から提出された書類の記載内容を確
認し、特に支障のない場合は会則第 5条にもとづき速やかに直近の理事会に報告し、その承認の手
続きをとるものとする。

３ 第１項で提出された入会申込書の内容審査において、事務局長は記載内容などに瑕疵が認められ
た場合は、当該瑕疵内容を入会申込者に対し指摘を行い、必要とされる補正措置などの要請を行う
ものとし、当該申込書が補正された段階で前項に定める手続きを進めるものとする。

４ 第 2項の補正手続きによっても、およそ 3ヶ月以上にわたって入会申込書の記載内容の改善がさ
れない場合は、事務局長は当該申込書の写しに、不適格とされる理由を具体的に記載した文書を添
えて理事会に提出し、入会の適否の審査を求めることができる。

５ 前項の規定により理事会で入会拒否の決定がされた場合は、事務局長は、入会申込者から提出さ
れた入会申込書及び関連書類などがある場合は当該書類のすべてを入会申込者に返却し、入会を拒
否した旨の通知を行わなけれならない。

６ 第 2項に定める入会申込書の書類審査にあたって、次の事項に該当する場合は、理事会の承認手
続きをへることなく、事務局長の判断で入会の手続きを進めることができる。
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(1) かって会員であった者の再入会の手続きではない場合であって、当該申込書に紹介者 2名の
会員の推薦署名と押印があり、かつ申込書中欄にある「個人情報の管理」などに関する事項
の欄に、申込者による同意の自筆署名がされている場合

(2) その他理事会において、あらかじめ事務局長の承認手続きが認められている事例である場合
７ 前項の規定により入会決定の手続きを行った事務局長は、決定後の最初の理事会において、関係
資料を提出して入会を承認し、必要な手続きを行った旨の報告を行わなければならない。

８ 第 2項に定める入会に係る理事会の承認、または第 6項に定める入会の承認が認められた入会申
込者に対し、事務局長は、直ちに「入会済証」（第 9 号様式）により通知を行うともに、入会申込
者に対し第 27条第 1項で定める会員証の交付を行うものとする。
なお事務局長は、同時に第 18 条第１項の規定を準用して「会費納入のお願い」（第 10 号様式）

により、第 18条第 1項で定める振込票（第 2号様式）を添えて会費請求を行わなけならない。
９ 会計は、前項の入会申込者から会費の納入があった場合は、直ちに事務局長に対し、この旨の通
知を行わなければならない。

１０ 事務局長は、会計から前項の通知があった場合は、直ちに会員台帳に必要とされる事項の登録
を行うほか、名簿管理者に対し会員名簿の追加などの通知を遅滞なく実施しなければならない。

（会員の退会の取扱い）
第２９条 事務局長は、会則第 7 条にもとづき退会をしようとする会員（以下、「退会申出者」とい
う。）があった場合は、当該退会申出者の会費納入状況の確認を行い、未納会費がある場合は直ち
に第 18 条第 3 項の規定を準用して未納会費の納付指導を行い、当該会費の納入を確認した上で退
会届（第 11号様式）を提出するよう指導するものとする。

２ 前項もとづく退会届などの確認を行った事務局長は、これを速やかに理事会に図った上で、退会
承認の手続きをとるものする。

３ 第 1項の手続きによっても、退会申出者からの未納会費の納入がない場合は、次条各項及び第 31
条各項に定める規定を準用して対応するものとする。

４ 事務局長は、第 2項に定める理事会での退会承認が得られた場合は、速やかに退会申出者に対し
退会通知（第 12号様式）により通知を行わなければならない。

５ 事務局長は、前項で定める退会通知を行った退会者に対して、会員証の返納の要請を行うほか、
会員名簿に退会者名と退会日時を記入すると共に、名簿管理者に対し、この旨の通知とあわせ当該
退会者の会員番号を名簿から削除せず、欠番のまま処理するよう通知するものとする。

６ 第 31 条第 2 項第 1 号で定める錯誤による入会申込み、または同項第 2 号で定めるクーリングオ
フによる入会申込みの辞退を理由とした退会申出者に対しては、会則第 7条但し書きの規定は適用
しないものとするほか、前項に定める会員証の返還要請は実施するものの会員番号の欠番回避の措
置は行わないものとする。

（会費未納会員に対する措置）
第３０条 第 18 条第 5 項に定める年会費について、2 年超える会費未納な会員及び前項第 3 項に定
める会費未納の退会希望者（以下、「会費未納者」という。）に対する措置については、次により
対応するものとする。
(1) 会則第 6条第 2項に定める会費未納者の資格喪失事務の開始にあたっては、当該者に対しあ

らかじめ文書により会員継続の意思確認を行わなければならない。
(2) 前号の確認調査により会員継続の意思が示された会員または未回答の会員に対しては、期限

を定めて第 18 条第 3 項の規定を準用して未納会費の請求を行うと共に、当該納付期限が過
ぎても会費納入がない場合は、次号に定める方法により会費未払いの事情聴取または弁明の
機会を設けるものとする。

(3) 前号の弁明等の機会の手続きについては、文書により期日を定めて行うものとし、原則とし
て面接により実施するものとするが、面接会場が遠方で当該会費未納者の参加が難しいなど
の事情が推定された場合は、直接の面接によらず郵送または E-Mail による方法を採用する
ことができる。

(4) 第１号の規定にもとづく意思確認によって、会員継続の意思のない会員または前号の規定に
よる事情聴取などの結果から退会意思の確認がされた場合は、原則として前条の各規定を準
用して、未納会費の納入をまって退会手続きを進めることができる。

(5) 前各号に定める手続きを行っても引き続き未納会費の納入がされない場合は、事務局長は理
事会に対し関係資料を添えて、会則第 6条第 2項の規定による会員の資格喪失の手続き開始
の承認を求め、その決定をまって必要とされる手続きを行うものとする。

２ 前項第 5項の規定によ会員の資格喪失の理事会承認が得られた場合は、事務局長は、当該会費未
納者に対し、速やかに会員資格の喪失手続き開始の決定通知（第 13 号様式）を行うと共に、あわ
せて決定通知を送付した日から起算して 3週間経過以降に、当該会費未納者に対し会員証の返納を
要請するなど第 29条第 5項の規定を準用して必要とされる手続きを行うものとする。

３ 前項の手続きを完了した場合、事務局長はこの旨を会計に通知しなければならない。

（債権放棄の手続き）
第３１条 第 29 条第 1 項及び前条第 1 項第 5 号の規定により退会または会員資格の喪失となった会
員に係る未納会費の債権放棄の手続きについては、原則として、債権回収の経費負担などが債権額
を大幅に上回る見込みがある場合や、会員の経済的困窮性など次項各号に掲げる特段の事情がある
場合に適用するものとし、当該債権回収が不可能であった具体的な事実の証明やその証拠などを文
書で示した上で、理事会による債権放棄の意思決定手続きを経て必要な措置を行うものとする。

２ 前項の特段の事情とは、おおむね次の掲げる事由の範囲とする。
(1) 入会申込者の善意の錯誤にもとづく入会申込みにともなう場合
(2) いわゆるクーリングオフ制度に準拠して、当該入会申込みの日から起算して１ヶ月程度の期
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間を経過していない場合
(3) 会員のもつ経済的困窮の程度が、生活保護の対象となるような重大なレベルに達していると

推定される場合
(4) その他債権回収に係る経費が、回収予定の債権の額を大幅に超え、または超える恐れがある

場合
(5) その他、理事会において、上記の各号に定める基準と同等または同等以上と認められる場合

３ 第１項及び前項の規定は、会則第 7条但し書きの「納入済み会費の無返還」の規定にも適用する。
４ 同様に前 2項で決定した債権放棄の措置の概要については、毎年度の総会における決算報告の中

で報告すると共に、この旨を会員台帳（第 1号様式）に定める会員の移動状況記載欄に記載しな
ければならない。

第５章 その他の取り扱いに関する事項

（会員名簿の管理）
第３２条 名簿管理者は、四半期毎に会員名簿を定期的に点検し、絶えず正確な内容となるよう保全
管理を行わなければならない。

２ 名簿管理者は、会員名簿に移動が生じた場合は、当該事実が発生した時期の直後の理事会におい
て、修正した会員台帳をもとに新たな名簿を作成し、その旨を報告しなければならない。

３ 第 18 条第 4 項の規定による会費等収入調書（第 3 号様式）により理事会報告を行った場合は、
名簿管理者は、会員名簿の「会費納入状況」欄にその旨の記載すると共に、当該名簿を 5年間保存
しなければならない。

４ 前項で作成した名簿に会費未納会員が存在する場合は、当該名簿に記載されたそれぞれの会員の
会費納入時期を勘案して、民法に定める当該債権の時効満了日から起算して 3年を越える期間まで、
これを保管しなければならない。

（積極的な公報活動の推進）
第３３条 対外的な広報が必要とされるイベント開催など事業のほか、学会として広報活動が必要と
される事業などの実施者は、第 20 条第１項及び第 2 項の規定による会計との協議に加えて、広報
担当者との協議を行い、当該協議結果を事務局長に報告しなければならない。

２ 前項の報告があった場合は、事務局長は、事業実施者の行う事務に関する支援とあわせ、積極的
な公報活動に資するための支援に努めなければならない。

（広報誌等の作成に係る検討組織の設置と運営）
第３４条 学会が発行する機関誌、広報誌及び学会誌などの編集、発行及び配布の事務（以下、「広
報活動等」という。）については、広報担当者において広報等検討委員会を設置して、具体的な活
動を進めるもとのする。

２ 学会における円滑な公報活動等を行うための広報等検討委員会の規定や活動内容などの具体的な
取り組みについては、当該委員会が主体となって協議、決定を行い、事務局長はこの活動を積極的
に支援するもとする。

（ホームページを利用した情報等の伝達に係る事項）
第３５条 学会のホームページを活用しようとする者（以下、「情報提供等利用者」という。）は、
イベント開催情報その他の電子媒体を利用して広報活動をしようとする場合には、当該電子情報に
関し、あらかじめ情報管理者あて当該提供情報等の内容概要書（第 14 号様式）を添付した資料
を送付して協議を行い、当該広報に関する掲示要請などの具体的な活動を積極的に行うものとする。

２ 前項の掲載情報等の概要書を受理した情報管理者は、当該内容を審査すると共に、原則として会
長あてこの旨の報告し、その承認をえた上でホームページの掲載するものとする。
ただし当該情報内容が、情報管理者において特に支障ないと判断さる場合、または軽微なものと

して判断された場合はこの限りではない。
３ 前項ただし書きで定める支障がないと判断される情報等については、おおむね次に掲げる範囲の
ものとする。
(1) すでに総会または理事会において､ホームページへの掲載が議決されている情報等である場

合
(2) 例年またはすでに定期的に掲載がされている情報等の場合
(3) 理事会において事業執行が認められ、かつ当該事業の執行がすでに事務として委任されてい

る者が行う情報等の場合
(4) その他掲載依頼原稿の内容が、主として情報提供等利用者の個人的な意志や主帳、見解など

が記載されているものでない場合
(5) お知らせなどの簡易な情報等の提供が目的となっている場合
(6) その他あらかじめ理事会などで承認を得た情報等の場合

第６章 その他の会務処理に係る事項

（クリアリング研究会の設置）
第３６条 心理面から悩める人達に対する支援などを進める目的で、クリアリング研究会を設置する。
２ 第１項に定める研究会の運営など事務執行に必要とされる規定、要領などの取り扱いは、同組織
において具体的に定める。

３ 同組織の年間活動計画及び結果報告については、定時総会前の理事会において文書により報告す
るものとする
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（懇話会の設置）
第３７条 学会内における会員自らが自主的に企画し、多くの会員が参加することによって居ごこち
に関する興味や学際的な発展と会員相互の意思疎通のために、学会内の懇話会を設置する。

２ 懇話会の運営や企画及び活動結果の概要などの報告は、前条の規定を準用する。

（各組織の活動原則）
第３８条 事務局会議の開催方法、学会の活動の必要性などから設置される各種の研究会、分科会な
どの活動事務に関しては、今後それぞれの組織を立ち上げる段階で、当該組織内で責任をもって検
討、制定し、かつ理事会に諮った上で具体的な活動をはじめるものとする。

２ 前項で定めるそれぞれの組織での事務執行に必要とされる規定、要領などの取り扱いは、それぞ
れの組織において具体的に検討、決定し、理事会に諮った上でそれぞれの組織の責任で実施できる
ものとする。

（附則）

１ この管理規定は、2016年 6月 1日から施行する。
２ 第 6章（第 36～ 38条）に定める各組織の施行などに係る事務については、それぞれの組織で定
める規定や内規などで定めた時期から施行する。

３ これまで、学会内部で検討を行い内規として定めた事項（別紙 3参照）に関して、この規定に定
めのない事項については、当該内規の記載内容にしたがい実施するものとする。
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○会費納入状況

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

○会員の移動状況記載欄

年 月 日 記 事

注）この欄で記入できない会員の移動事項は、裏面に記載して下さい。

－８－

（変更があった場合の記載欄）

（第１号様式 第 5条第 1項関係）



○会員の移動状況欄（続き） (裏面)

年 月 日 記 事
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（第 2号様式 第 18条第 1項関係）

年 月 日

会 員 各 位

居ごこち学会

20 年度会費納入のお願い

平素は、学会の事業の推進に関しまして特段のご支援、ご協力、ご支援をい
ただき、まことにありがとうございます。
おかげさまで学会事業の遂行に関しまして、順調に実施できておりますこと

につきまして、ひとえに会員の皆様のお力添えのたまものと深く感謝を申し上
げます。
さて、 年度（ 年 4月～同 年 4月）の会費のご納入をいただく時

期がまいりましたので、ご多忙かつ経済情勢の厳しい折でもございますが、是
非 5 月 30 日までに、会則第 6 条に定める会費を別添振込用紙によりご納入い
ただきたくお願いを申し上げます。
ご納入いただきました会費は、今後とも会務の円滑な遂行に活用させていた

だき、学会の運営と発展のために、さらに効率的な活用を図ってまいりますの
で、今回の会費納入に特段のご理解、ご配意をいただき、ご協力を賜りたく、
伏してお願い申し上げます。

（未納会費の支払い依頼は、上記文章の後段に挿入のこと）

（用紙の規格は払込要旨と同じ寸法とする。）

(添付する振込票のモデル)
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（参考資料）（前頁払込書の入手手続きは、下記様式により口座番号のある郵便局あての書類提出により行う。）
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（第 3号様式 第 18条第 4項関係）

（番号 ） 会費等収入調書（第 期分） （ 年 月 日作成）

年度第 期の会費等の収入状況は、以下のとおりです。

会費収入合計（合計金額： ） （金額の単位は、円）

項目 件数 合計金額 項目 件数 合計金額

一般会員年会費 研究会参加費

会費 学生会員年会費 セミナー参加費

法人会費年会費 懇親会参加費

寄付金収入 支援金その他

（収入内訳）

①会費収入の内訳 ②会費収入以外の収入の内訳

番号 会員番号 納入者氏名 金額 ○研究会参加費

参加者数 （人）

収入金額 （円）

○セミナー参加費

参加者数 （人）

収入金額 （円）

○懇親会参加費

参加者数 （人）

収入金額 （円）

○寄付金

件 数 （件）

金 額 （円）

○支援金その他

支援機等の名目

件数 （件）

金額 （円）

（特記事項その他）

注）書き切れない場合は、別紙に記載すること。
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（第 4号様式 第 20条第 1項関係）

（番号 ） 金銭支出票 提出者氏名（連絡先 ）

事業名

事業内容（概要）

予算項目 既存予算額 今回執行額 執行済み額 予算残額

円 円 円 円

流用等額 （流用等の理由）
予算流用等項目

円

提出年月日 年 月 日 （備考欄）

執行予定日 年 月 日

事業完了予定日 年 月 日

有 無 （理由）
前渡金の有無
とその理由

特記事項その他

会 計
確 認 欄

回答年月日 年 月 日（会計管理者 ）
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（第 5号様式 第 21条第 1項関係）

実施報告書

（報告資料作成日 年 月 日）

実 施 日 年 月 日（ ）午前・後 時 分～ 時 分 実 施 者

実施場所

目 的

予 算 等 予算項目 予 算 額

決 算 額 決 算 額 差引金額

（実施結果の概要）

関係機関へ連絡
措置状況

指示事項その他
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（第 7号様式 第 27条第 1項関係）

（写真入りのもの）
（表面） （裏面）

居ごこち学会会員証
（有効期限 20 年 3月 31日まで）（有効期間3年間）

（氏名）

居ごこち 太郎
神奈川県平塚市北金目 4-1-1 ○この用紙は、広島市平和公園の「原爆の

子の像」に捧げられた折り鶴を、再生紙
上記の者は、居ごこち学会の会員であるこ に甦させ、これに託された「平和への想
とを証します。 い」を皆様と共有するため、居ごこち学

20 年 4月 1日 会の会員証用紙として使用させていただ
居ごこち学会会長 藤野裕弘 印 きました。

注）写真欄付きの会員証は、ご希望のあった会員にのみ印刷し、送付します。

（写真なしのもの）

居ごこち学会会員証
（有効期限 20 年 3月 31日まで）（有効期間3年間）

（氏名）

居ごこち 太郎
神奈川県平塚市北金目 4-1-1 ○この用紙は、広島市平和公園の「原爆の

子の像」に捧げられた折り鶴を、再生紙
上記の者は、居ごこち学会の会員であるこ に甦させ、これに託された「平和への想
とを証します。 い」を皆様と共有するため、居ごこち学

20 年 4月 1日 会の会員証用紙として使用させていただ
居ごこち学会会長 藤野裕弘 印 きました。

○規格など 用紙の大きさは「名刺」大とする。
当分の間、用紙については、広島市平和公園の「原爆の子の像」に捧げられた折り鶴
を「再生紙に甦させた用紙」を会員証として活用して、これら世界中の多くの方々か
ら託された「平和の想い」を学会会員が共有し、またこの想いを多くの方々へ伝える
ため、居ごこち学会の会員証として利用します。

－１６－
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（第 8号様式 第 28条第 1項関係）

下欄の事項にご同意の上、右欄にご署名をお願いします。（申込者署名欄）
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（第 9号様式 第 28条第 8項関係）

－１８－

会長印

藤野 裕弘



（第 10号様式 第 28条第 8項関係）
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（第 11号様式 第 29条第 1項関係）

退 会 届

次により退会いたしたく、会員証を添えて提出いたします。

理由（省略可）

会員番号 第 号

氏 名

住所または連絡先

退会予定年月日 年 月 日
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（第 12号様式 第 29条第 4項関係）

退 会 通 知

年度第 回理事会において、退会が承認されましたので通知します。

居ごこち学会会長 藤野裕弘 印

会員番号 第 号

氏 名

住所または連絡先

退会承認年月日 年 月 日

－２１－



（第 13号様式 第 30条第 2項関係）

会員資格の喪失手続き開始の決定通知

これまで 年度から 年度にわたりまして、貴方の学会年会費が未納の状況が
継続しておりますことから、このたび会則第 6 条第 2 項の規定にもとづき「会員資格
の消失手続き」の開始につきまして、 年度第 回理事会において当該措置を行う
ことの決定がされましたので、この旨ご通知申し上げま す。
なお、この処分に不服がある場合または特段のご意見などがある場合は、この文書

が到着した日から起算して 2 週間以内に、不服またはご意見などの内容とその理由を
明らかにした文書を添えて、会長あてに当該処分の撤回などの異議申立てをすること
ができますので、この旨申し添えます。

居ごこち学会会長 藤野裕弘 印

対象者 （氏 名） 様

住所または連絡先

会員番号 第 号

決定年月日 年 月 日
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（第 14号様式 第 35条第 1項関係）

掲載情報等の内容概要書

電子通達 氏 名

利 用 者 連絡先アドレス

掲 載 依 頼
原稿の標題

同上概要

(書き切れな
い場合は別
紙でも可）

掲載予定
希望時期

周知対象

特記事項その他

承認欄 上記情報の HP掲載を承認します。 承認年月日 年 月 日

注）お送りいただく原稿は、次の基準を満足できる規格でお願いします。
原稿ファイルの構造及び大きさ
規格 (この欄は、 電子情報管理者が記入する欄）

その他配慮事項

電子情報管理者の記入欄

受理年月日 年 月 日 （参考事項）

承認年月日 年 月 日

掲載年月日 年 月 日

特記事項その他

－２３－



倫 理 規 程（案）

（基本的な行動原則）
第１条 我々は、学会の使命を全うするため、会員としての学術研究活動（以下、「活動」という。）
に携わるにあたり、その品位の向上に努め、学術や技術などの研鑚に励み、また国際的な視野に立
ってこの倫理綱領を遵守し、公正かつ誠実に行動することを宣言する。

（公衆の利益の優先）
第２条 活動にあたっては、公衆の安全や健康及び福利を図り、さらに将来世代にわたる社会の持続
可能性の実現を優先した活動となるよう、常に配慮した行動に努める。

（有能性の重視）
第３条 活動にあたって、会員は自らの力量を勘案しつつ、絶えず研鑽に努めるほか、確信のない活
動などには携わらないよう配慮した行動に努める。

（真実性の確保）
第４条 活動にあたって、報告、説明または発表などには、客観的でかつ事実に基づいた情報などを
用いて行うものとし、恣意的かつ不確かな情報などによる活動には関わらないよう努める。

（公正かつ誠実な履行）
第５条 会員は、公正な分析と判断に基づき、自らの活動を誠実に履行する。

（秘密の保持）
第６条 活動を通じて、業務上知り得た他の情報や秘密などを、正当な理由がなく、みだりに他人に
漏らしたり、自らの活動として転用してはならない。

（信用の保持）
第７条 会員は､自らの品位を保持することに努め、欺瞞的な行為や不当な報酬の授受など社会人と
して信用を失うような行動は行わない。

（相互の協力と人材育成）
第８条 会員は、活動にあたって、相互信頼のもとに、相手の立場を尊重して協力するように努める
と共に、積極的な人材育成に努める。

（法令遵守など）
第９条 会員は、活動などに関し、法律や地域の法規（条例など）や規制基準を遵守すると共に、公
共の福祉を絶えず意識し、また地域の習慣や文化的、社会的価値などを尊重した活動に努める。

（継続研鑚）
第１０ 会員は、常に学術あるいは技術的な力量、あるいは社会的領域などに関する知識を高める努
力に努める。

（附則）

この規程は、2016年 6月 1日から施行する。

－２４－
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個人情報保護方針（案)

居ごこち学会は、「居ごこち」に関する研究や普及活動などを公益的に営む団体として、定款に定
めた事業を通じて知り得た個人情報の保護を社会的責務と考え、個人情報の保護を事業運営上の重要
事項と位置付け、確実に実践して行くための方針を以下のとおり定めたほか、会員並びに事務局職員
などの関係者に対し、これの周知徹底を図るなどの個人情報保護に努める。

（個人情報の取得と利用の原則）
第１条 利用目的を明確にした上で、当該目的の範囲内に限定して必要とされる個人情報を取得し、
または利用することを原則とし、利用目的の範囲を超えて個人情報の利用（目的外利用）を行わな
いよう管理体制の整備と安全管理に徹底した措置を講ずる。

（個人情報の提供）
第２条 個人情報の保護対象となる関係者の承諾を得た場合を除き、原則として学会のもつ個人情報
は第三者には提供しない。

（準拠法などの遵守）
第３条 個人情報の取扱いに関して適用される法令、国や自治体などが定める指針その他の規範を誠
実に遵守する。

（個人情報の管理と保護）
第４条 個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩を防ぐための適切な安全管理の
措置を行うと共に、万一の事故発生時には速やかに再発防止のための是正措置を行う。

（問合せ、苦情等への対応）
第５条 個人情報に対する問合せや苦情などに関しては、窓口を設置し、適切かつ迅速に対応する。

（個人情報保護管理体制及び仕組みの継続的改善）
第６条 個人情報保護に関する管理の体制とその仕組みなどについて、継続的かつ確実に改善する。

（その他の対応）
第７条 個人情報の管理に関し、ここで定めた事項以外の取り扱いについては、その都度、理事会に
おいて協議し、その決定にもとづき対応する。

（附則）

この規程は、2016年 6月 1日から施行する。

－２５－
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会務処理に関する事項（2016年 5月 29日現在の状況）

（内規１号）

学会内規第１号（2014年 9月 16日開催の第 25回理事会決定事項）
○催事等にともなう講師謝礼

学会が開催する各種イベントなどで支払われる講師謝礼などの取り扱いについて、
次のとおり定める。
① 外部講師などの報酬 現金 1万円
② 内部講師またはパネラーなどへのお礼 5千円程度のビール券
③ 会員などのお礼 内容に応じて 3千円または 5千円程度のビール券
④ 学会関係者や役員または知り合いなど 謝礼なしの扱いとする。

（内規２号）

学会内規第２号（2014年 12月 22日開催の第 29回理事会決定事項）
○役員の任期

① 理事の任期は 2期 4年までとする。
② なお、事務局を置く東海大学教養学部責任者である理事については、今後の大
学との円滑な事務連携に配慮し、この規定は適用しない。

○事務局体制
事務局体制は、次に掲げる担当を置く。
会計
名簿管理
広報
情報管理

（内規３号）

学会内規第３号（2015年 4月 15日開催の第 31回理事会決定事項）
○年号表記に関する取り決め
今後、学会で使用する年号表記は、すべて「西暦表示」とする。

２ 各種研究会、学習会等の設置

(１)クリアリング研究会の設置（第 5回理事会で設置決定）
学会の目的の１つとして、心理面から悩める人達に対する支援などを進めるため、
学会の分科会として、研究会が設置された。
幹事 安原喜秀
連絡担当 水木比佐子
設置年月日 2012年 3月 10日

(２)懇話会の設置（第 24回理事会で設置が決定）
会員自らが自主的に企画し、多くの会員が参加することによって、居ごこちに関
する興味や学際的な発展と、会員相互の意思疎通のために標記懇話会が設置され
た。
設置年月日 2014年 7月 23日

（以上）

－２６－
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