
               (別表)                                      職務権限表 

No. 項   目 総会 理事会 常務会 正会員 会長 副会長 専務理事 常務理事

委員長 
部門長、 
代表幹事

理事 監事 事務局長 

専務理事、事務局長、事務所長及び課長以
外は非常勤を前提としている。法：一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律、定：
定款、留：留意事項 

 (総会)              

1 定時総会の招集 決定 合議 招集者 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 36 条、定 14 条

2 臨時総会（会員請求）の招集   請求(1/5) 招集者   事務 法 37 条、定 14 条

3 総会における法令・定款で定める議案事項 決定 合議 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 35 条、定 12 条

4 総会における会費請求の議案（一定の事項） 決定 合議 請求(1/30) 審議 監査 事務 法 35 条、定 43 条

5 事業計画 報告 決定 合議 作成 意見 立案 意見 原案作成 審議 監査 事務 定 35 条

6 事業予算 報告 決定 合議 作成 意見 立案 意見 原案作成 審議 監査 事務 定 35 条

7 事業報告及び附属明細書 報告 決定 合議 作成 意見 立案 意見 原案作成 審議 監査 事務 法 126 条、定 36 条

8 決算報告（貸借対照表,損益計算書及び附属明細書） 決定 承認 合議 賛否 作成 意見 立案 意見 原案作成 審議 監査 事務 法 126 条、定 36 条

9 会費及び入会金の改定 決定 承認 合議 賛否 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 27 条、定 7 条

10 役員報酬額及び支給基準の改定 決定 承認 合議 賛否 立案 意見 意見 審議 監査  法 89 条、定 26 条

11 理事及び監事の選任 決定 承認 合議 賛否 合議立案 意見 審議 監査 事務 法 49、60、61 条、定 20、21 条、留Ⅱ4、Ⅱ7

12 理事の解任 決定 承認 合議 賛否 意見 意見 立案 意見 審議 監査  法 49、70 条、定 25 条

13 監事の解任 決定(2/3) 承認 合議 賛否 意見 意見 立案 意見 審議  事務 法 49、70 条、定 25 条

14 会員の除名 決定(2/3) 承認 合議 賛否 意見 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 30 条、定 9 条

15 定款の変更、解散 決定(2/3) 承認 合議 賛否 意見 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 49、146～148 条、定 37、38 条

16 他の一般社団法人との合併 決定(2/3) 承認 合議 賛否 意見 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 242 条

17 総会議事録   承認・記名押印 査読  記名押印 作成 法 57 条、定 19 条

 （理事会）      

1 理事会の招集（理事が招集する場合）   決定 立案 招集  事務 法 93 条、定 30 条

2 理事会の招集（監事が請求／招集する場合）    請求又は招集  法 101 条

3 理事の役職の選任及び解職 決定 合議 立案 審議 監査 事務 法 90 条、定 21、29 条、留Ⅱ4、Ⅱ7

4 協会規定の制定と改廃 決定 合議 立案 意見 提案 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条

5 委員会・分科会・部門等の新設と改廃 決定 合議 立案 意見 提案 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条

6 外部団体からの「共催・協賛・後援」等申入れ時の受託の是非 決定 合議 受託回答 意見 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条
7 協会本部行事及び日程に関すること  決定 合議    立案 意見  審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条 

8 功労者・功績者に対する表彰 表彰 決定 合議 推薦 審査・答申 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条

9 顧問・参与の委嘱 決定 合議 合議立案 意見 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条

10 外部団体との覚書・契約締結に係わること 決定 合議 会長名で締結 意見 立案 意見 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条

11 事務局の組織・運営に係わる重要な事項 承認 意見 決定 意見 立案 意見 意見 監査 事務 法 90 条、定 42 条

12 重要な職員の任免 承認 意見 決定 意見 立案 意見 意見 監査 事務 法 90 条、定 42 条

13 法令・定款による理事会附議事項、及びその他 決定 合議 立案 意見 審議 監査 事務 法 90 条、定 29 条、理事会規程第 10 条

14 法人会員の入会 決定 合議 立案 意見 審議 監査 事務 法 11 条、定 9 条

15 個人会員の入会 決定 合議 推薦 審査・答申 審議 監査 事務 法 11 条、定 6 条

16 会員の退会 承認  決定   事務 法 28 条、定 8 条

17 会員の資格喪失 決定 合議 立案 意見 審議 監査 事務 法 29 条、定 10 条

18 自己の職務執行報告（代表理事） 承認  作成・報告 審議 監査 事務 法 91、98 条、定 22 条

19 自己の職務執行報告（専務理事） 承認  作成・報告 審議 監査 事務 法 91、98 条、定 22 条

20 理事の職務執行の監督 監督  被監督  法 90、101 条、定 29 条

21 理事・使用人の業務調査、不正報告 報告  被調査 調査・認定 被調査 法 99 条、定 23 条

22 監事による理事の行為差止め   決定 差止め 決定  法 103 条

23 役員等の損害賠償責任一部免除 決定 承認  立案 審議 同意 事務 法 112、113 条

24 理事会議事録 承認  記名押印 査読  記名押印 作成 法 95 条、定 32 条

 （理事が係わるその他の会合）   意見    

1 常務会  合議 取纏め 意見 招集・議長 報告・提起    理事会規程第 14 条

2 委員長連絡会   聴取 聴取 議長 作成・報告   招集 理事の職権限規程第 4 条

3 分科会連絡会議及び委員会・部門連絡会議   聴取 聴取 議長 陪席  招集 分科会規約 6-4、委員会規約 6-3、6-4

4 技術情報交流懇話会   当番会社招集 参加 担当理事 参加 技術情報交流懇話会規約
注： 上記の用語の定義は次のとおり。  

決定： 申請を許可し、実施を指令することをいう。 審議： 案件について意見の交換を行い、結論を出すことをいう。 

承認： 案件の決定または実施に同意することをいう。 立案： 案件を総括し、成案として起案することをいう。 

報告： 決定した事項、または実施した事項について、報告を受けることをいう。 意見： 考え方を整理し、識見をもって思うところを表明することをいう。

 


