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第１章 総  則 

 

 第 １条 名称 

 

 当団体は、全日本学生自動車連盟関東支部（英文名 ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ 

ＳＴＵＤＥＮＴ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ ＫＡＮＴＯ 

ＬＯＣＡＬ ＵＮＩＯＮ 略称 ＡＪＳＡＡ関東、以下当支部と呼ぶ）と称する。 

 

 第 ２条 事務所 

 

当支部は主たる事務所を、東京都江東区森下１－１５－７ 

   （〒１３５－０００４ 電話番号０３－３６３４－９１９７）におく。 

 

 第 ３条 目的 

 

 当支部は、全日本学生自動車連盟（以下、連盟と呼ぶ）の規約第３条を基本方針 

とし、当支部に加盟する大学の（１）自動車部員相互の親交を深めるため、（２）自 

動車部活動の発展を期するため各種行事を開催運営することを目的とする。 

 

 第 ４条 運営 

 

 当支部は、連盟の方針に基づき、すべての企画、行事に於いて「安全の確保」を 

最優先として自主的運営を行うものとする。 

 

 第 ５条 加盟 

 

 大学の自動車部及びそれに準ずるクラブが連盟の主旨に賛同して当支部への加入 

を希望する場合、一大学につき一加盟とし、その本拠地が当支部所轄地域内にあり、 

かつ、当支部加盟大学２校以上の推薦をえて、当支部主催の競技大会に一回以上出 

場することにより、加盟を認める。但し、全日本の本加盟の条件は準加盟として１ 

年以上の加盟期間を要する。（全日本学生自動車連盟規約第３章） 
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第２章 資金及び会計 

 

 第 ６条 資金 

 

当支部の資金は、次のものをもって構成する。 

（１）支部加盟校負担金 

（２）競技参加費 

（３）寄付金、賛助金 

（４）前年度からの繰越金 

（５）利子、配当金 

 

 第 ７条 資金及び資産の管理、運用 

 

当支部の資金及び資産は会計が管理する。 

会計は年度毎の予算に従い、資金を運用する。 

 

 第 ８条 事業年度及び会計年度 

 

 当支部の事業年度及び会計年度は、毎年１２月１日から翌年１１月３０日までと 

する。 

 

 第 ９条 事業計画及び収支予算 

 

 当支部は、事業計画及び収支予算を作成し、事業年度開始後二ヶ月以内に理事会 

の承認を得なければならない。 

 

 第１０条 事業報告及び収支決算 

 

 当支部は、毎事業年度終了後二ヶ月以内に、前事業年度の事業報告及び収支決算 

報告書を作成し、監事の監査をうけ、理事会の承認を得なければならない。 
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第３章 役  員 

 

 第１１条 役員の構成及び人数 

 

（１）当支部には、次の役員を置く。 

  １）支 部 長     １名 

  ２）副支部長     ２名 

  ３）理  事     ２０名以上３０名以内 

 ４）監  事     ２名 

   ５）常任委員     ９名以上 

６）運営協議委員   支部長の認める範囲において 

（２）理事の中に、総務、財務、安全及び、競技の各委員を置く。 

（３）常任委員の中に、委員長、副委員長、会計を置く。 

 

 第１２条 役員の選任 

 

（１）支部長は、理事会の推薦により、総会にて議決し、選任する。 

（２）支部長は、副支部長を指名し、理事会の承認を受けた後、任命することが 

   出来る。副支部長は、理事を兼ねる。 

（３）支部長は、常任委員会の推薦により理事を任命する。 

   常任委員会は、理事の推薦を、加盟校に求める。 

（４）支部長は理事より総務、財務、安全及び、競技の委員を指名し、任命する。 

（５）支部長は、理事会の推薦により、監事を任命する。 

（６）常任委員は、ルール校の推薦により、支部長が任命する。 

（７）委員長、副委員長、会計は、常任委員が指名し、支部長が任命する。 

（８）運営協議委員は、常任委員会もしくは理事会が推薦し、支部長が任命する。 

 

 第１３条 役員の任期 

 

（１）支部長及び副支部長の任期は、就任後４年以内の総会終結の時迄とし、重任 

   は妨げない。 

 （２）理事、監事の任期は４年とし、重任は認めない。但し、理事の４分の３以上 

   の要請があるときはその限りではない。 

（３）常任委員の任期は、原則として３年とする。 

（４）運営協議委員の任期は、原則として 1年とする。 
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（５）任期内の欠員は、第１２条の選考方法に準じ、補充することが出来る。その 

   場合の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

 第１４条 役員の責任と解任 

 

 役員の責任（会議に出席し、意見を述べ、議決すること）をはたせないとき、あ 

るいは、次の各号の用件に該当する場合、理事会に於いて、出席構成員の３分の２ 

以上の同意によって解任されることがある。 

（１）心身故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。 

（２）特定の役職により選出された役員が、その役職を失ったとき。 

（３）特別の理由により役職が全うできないとき。 

 

 第１５条 役員の職務 

 

（１）支部長は、当支部を代表し、これを統括する。 

（２）副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは、その職務を代行 

   する。 

（３）理事は、この規約及び理事会の定めるところにより、理事会を通じて当支部 

   の運営に参加する。 

（４）総務、財務、安全及び競技の各委員は、支部長の意向を受けて各職務を主催 

   し運営する。 

（５）監事は、当支部の資産及び会計の状況を監査する。 

（６）常任委員は、委員長、副委員長及び会計を補佐して、実務の処理に当たる。

（７）委員長は、常任委員を代表し、この規約の定めるところにより、実務を統括 

   する。 

（８）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行 

   する。 

（９）会計は、この規約の定めるところにより、当支部資産及び会計を管理、運営 

   する。 

（１０）運営協議委員は、競技もしくは常任委員会を支援する。 
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第４章 会  議 

 

 第１６条 種類及び構成員 

 

（１）当支部の会議は、総会、理事会、常任委員会、ルール校会議及び加盟校委員 

   会とする。 

（２）総会は、各加盟校の代表者、支部長、理事、監事、常任委員とする。 

（３）理事会は、支部長、理事、監事、常任委員により構成される。 

（４）加盟校委員会は、各加盟校の学連委員と常任委員により構成される。 

（５）常任委員会は、常任委員により構成される。 

（６）ルール校会議は、ルール校代表者、常任委員により構成される。 

 

 第１７条 開催 

 

（１）総会は、毎年１回、２月に開催する。 

（２）理事会は、毎年３回、原則として、２月、５月、９月に開催する。 

（３）総会、理事会は、支部長、または委員長、あるいは構成員の３分の１以上の 

   要請があるとき、臨時に開催することが出来る。 

（４）加盟校委員会、常任委員会、ルール校会議は、委員長が必要に応じて召集し、 

   開催する。 

 

 第１８条 議決事項 

 

（１）総会では、この規約によって、理事会に委譲した審議事項を除く、すべての 

   事項について議決が出来る。 

（２）理事会では、次の事項を審議、決定する。また、理事会は緊急審議事項を総 

   会に代わり議決できる。但し、この議決は次の総会において承認されなけれ 

   ばならない。 

  １）支部長の推薦・解任の総会への提案、監事の推薦・解任の提案 

  ２）副支部長の承認及び解任の提案 

  ３）理事の解任 

  ４）規約の変更 

  ５）競技規則の変更及び改正への承認 

  ６）その他、この規約に定められた事項 

  ７）前各事項の他、支部長が必要と認めた事項 
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（３）常任委員会では、次の事項を審議、決定する。 

  １）事業計画及び収支予算の作成 

  ２）事業報告及び収支決算報告書の作成 

  ３）運営細則の変更、改正 

  ４）競技規則の変更、改正 

  ５）公式通知及び通達事項の作成、変更 

  ６）その他、この規約において定められた事項 

  ７）前各号の他、委員長が必要と認めた事項 

（４）ルール校会議では、次の事項を審議する。 

  １）競技規則の変更、改正 

  ２）運営細則の変更、改正 

  ３）前各号の他、委員長が必要と認めた事項 

 

 第１９条 議長 

 

 総会・理事会は支部長が、常任委員会、ルール校会議は委員長が議長の任にあた 

る。 

 

 第２０条 会議の成立 

 

 すべての会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。議事は多数決をもっ 

て決定する。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 

 

 第２１条 書面または代理人による会議への参加 

 

 会議に出席できない構成員は、書面（例：委任状）により、または構成員の代理 

人として議長に承認されたものが出席し、議事に加わることが出来る。 

 書面または代理人により会議に加わる場合は、出席構成員の数に算入する。 

 

 第２２条 加盟校委員会の承認 

 

  運営細則、競技規則の変更、改正、その他、ルール校会議において審議した 

事項については、加盟校委員会の承認を得なければならない。 
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第５章 加盟校の権利及び義務 

 

 第２３条 総会等に於ける評決権平等 

 

 すべての加盟校は、当支部の総会等において、１校１票の議決権を有する。 

この議決権は、平等であって、加盟年数、競技会の成績そのほかいかなる理由によ 

っても差別されない。 

 

 第２４条 請願権 

 

  すべての加盟校は、連盟及び当支部の役員の解任、規約の制定、改正、廃止その 

他の事項に関し、平等に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差 

別も受けない。 

 

 第２５条 当支部主催行事参加の権利及び義務 

 

（１） すべての加盟校は、原則として当支部主催のすべての行事に参加する権利を 

有し、義務を負う。当支部が賛同して参加する行事もこれに準ずる。 

（２） 加盟校は、当支部事業年度当初に、加盟校登録に関する必要事項を届出る義 

務を負う。 

 

 第２６条 表彰を受ける権利 

 

  すべての加盟校及びその部員は、当支部規則の定めるところにより、その成果に 

応じて表彰を受ける権利を有する。 

 

 第２７条 決定事項の遵守義務 

 

 すべての加盟校は、連盟及び当支部の決定事項を遵守する義務を負う。 

 

 第２８条 対立団体の組織及び加入の禁止 

 

  すべての加盟校は、連盟及び当支部に対立し、支障をきたす団体を組織し、また 

同様の団体に加入してはならない。 
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 第２９条 部活動の事前届出義務 

 

  すべての加盟校は、その本拠地以外の場所において、部活動を行う場合、当支部 

規則の定めるところにより、事前に当支部に届け出なければならない。 

 

 第３０条 部活動中の事故届出義務 

 

  すべての加盟校は、部活動中に事故を起こした場合には、万全の措置を行うとと 

もに、直ちに当支部に届け出なければならない。 

 また事故発生の原因を分析し、将来の予防対策を設け､速やかに当支部に報告を行 

うものとする。 

 

 第３１条 規約の改正 

 

  この規約の改正は、理事会の議決及び総会において構成員の３分の２以上の承認 

を必要とする。 

 

第６章 解  散 

 

 第３２条 解散 

 

  当支部の解散は、理事会の議決及び総会において構成員の４分の３以上の承認を 

必要とする。 

 

 第３３条 残余資金の帰属 

 

  当支部の解散にともなう残余資産は、原則として連盟に帰属する。但し、当支部 

が再結成されることがあるときには解散後２年以内は返還を請求することが出来る。 
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第７章 雑  則 

 

 第３４条 顧問 

 

 （１）当支部には、顧問を置くことが出来る。 

 （２）顧問は、支部長が理事会の承認を得て、これを委嘱する。 

 （３）顧問は、当支部の会務の運営に関し、支部長の諮問に応じ意見を述べること 

   が出来る。 

（４）顧問の任期については、第１３条第２項の規定を準用する。 

 

 第３５条 加盟校委員会 

 

 （１）当支部は、加盟校との連絡をとるため、原則として月１回、加盟校委員会 

を開催する。 

（２）加盟校委員会は、常任委員と、加盟校の学連委員で構成される。 

（３）その他委員会及び学連委員に関して必要な事項は委員長が定める。 

 

 第３６条 ルール校 

 

 （１）当支部には、各種競技会の円滑な遂行をはかるため、ルール校を設ける。 

 （２）常任委員会は、次年度のルール校を選定し、委員長が指名する。 

 （３）指名されたルール校は、１名以上の常任委員候補を推薦しなければならない。 

（４）ルール校は、合計１０校以内とし、任期は１年とする。但し、重任は妨げな 

   い。 

 

 第３７条 運営校 

 

 部員を常任委員として出向させているルール校はこれを運営校とし、ルール校と 

兼ねる運営校の任期は３年とする。但し、重任は妨げない。 

 

 第３８条 支部運営細則 

 

  当支部の運営細則は、別にこれを設ける。 
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 第３９条 加盟校の退会及び除名 

 

  加盟校に、連盟退会の意向があるときには、常任委員会の承認を得た後、退会を 

認める。加盟校は、３年間に及ぶ休盟、第５章に定めた義務に反する違反、または 

加盟校４分の３以上の連署による要求があった場合、総会の承認を得た後、当該加 

盟校への通達により、連盟より除名される。 

 

第８章 罰  則 

 

 第４０条 部活動中の人身事故等 

 

  加盟校が部活動中に人身事故を起こした場合、支部長は十分な調査を行って書面 

をもって当該加盟校に対し、連盟及び当支部主催の競技会への出場を、６ヶ月を限 

度として停止させることが出来る。重大な事故を起こした場合もこれに準ずる。ま 

た、その他の軽少の事故の場合は、常任委員会でその処置を決定する。 

 

 第４１条 交通違反 

 

  当支部は、加盟校部員が、交通違反を犯した場合、連盟及び当支部主催の競技会 

への出場を停止させることが出来る。 

 

 

昭和２７年 ５月制定 

３５年 ５月改正 

３９年１１月改正 

５５年１１月改正 

５７年 ３月改正 

５９年 １月改正 

６３年 ４月改正 

平成 ３年 ２月付則削除 

３年 ２月改正 

５年 ５月改正 

１５年１２月改正 
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