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第１章 総 則
（名称）
第１条 当支部は、東京都自動車整備振興会二輪自
動車支部（以下「支部」）と称する。

（１）第２７条の支払い義務を１年以上履行しなか
ったとき。
（２）道路運送車両法第９３条の規定に基き認証を
取り消されたとき。

（地域）
第２条 当支部の地域は東京都の区域とする。
２．支部業務の円滑な運営を確保するため、地区を
置くことができる。

第４章 役 員
（役員）
第１０条 当支部に次の役員を置く。
支部長
１名
副支部長
４名以内
地区長
５名以内
会計
２名以内
監事
２名以内

（事務所）
第３条 当支部の事務所は、東京都中野区に置く。
第２章 目的及び事業
（目的）
第４条 当支部は一般社団法人東京都自動車整備振
興会（以下「振興会」という）と連携して、二輪自
動車の整備を主とする会員相互の協力、研鑚及び啓
発向上を図り、もって自動車整備事業の健全な発展
に資することを目的とする。
（事業）
第５条 当支部は、第４条の目的を達成するために
次の事業を行う。
（１）法令順守にかかわる現地指導等の実施及び協
力
（２）法規・税制対策事業にかかわる地域活動
（３）各種調査の実施及び協力
（４）各種研修講習の実施及び協力活動
（５）振興会の事業の賛助及び振興会が委託する事
業を行うこと
（６）会員の親睦協調の促進
（７）その他支部活動の目的を達成するために必要
な事業
第３章 会 員
（会員の種別）
第６条 当支部の会員は次の二種とする。
（１）正会員 東京都内で二輪自動車の整備を主と
して自動車分解整備事業を行う振興会会員
（２）特別会員 当支部に功労のあった者又は学識
経験者であって、総会において推薦された者
（入会）
第７条 当支部に入会しようとする者は、所定の入
会申込書を支部長に提出し、支部役員の承認を得な
ければならない。ただし、正会員にあっては振興会
の入会申し込みをもって支部の入会申し込みを兼ね
ることができる。
２．正会員の入会は、振興会に入会した日をもって
支部入会の日とする。
（変更届及び退会届）
第８条 入会申込に際する届け出事項に変更があっ
たとき、又は会員が退会しようとするときは、所定
の変更届又は退会届を速やかに届け出なければばら
ない。ただし正会員にあっては振興会の退会届の提
出をもって支部の退会を兼ねることができる
２．正会員の退会は、振興会を退会した日をもって
支部退会の日とする。
（会員の資格喪失）
第９条 会員が退会したとき、又は次のいずれかに
該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

（役員の選抜）
第１１条 役員は、総会において正会員の中から選
出する。
（役員の職務）
第１２条 支部長は、支部を代表し、支部の運営及
び支部業務を統括する。
２．副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある
ときはその職務を代行する。
３．地区長は、支部長の指示に基づいて、関係諸機
関と連携し、支部業務を処理する。
４．会計は、支部の業務会計を処理する。
５．監事は、支部業務及び支部会計を監査する。
（役員の任期）
第１３条 役員の任期は２年とし、振興会が役員を
改選する年度に開催される支部通常総会を任期満了
とする。ただし重任を妨げない。
２．欠員補充で選任された役員の任期は、前任者の
任期が満了する時までとする。
３．役員は、第１０条に定める定数に足りなくなる
ときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なおその職務
を行うものとする。
（役員の解任）
第１４条 役員は総会の決議によって解任すること
ができる。
（顧問及び相談役）
第１５条 当支部に顧問及び相談役を置くことがで
きる。
２．顧問及び相談役は、支部総会の議決を得て支部
長が委嘱する。
３．顧問及び相談役は、支部業務の重要事項に関し
て支部長の諮問に応じ、また支部長からの要請に基
づいて会議に出席し、意見を述べることができる。
（報酬）
第１６条
役員は無報酬とする。
２．役員及び相談役には、支部を代表して行う諸活
動、会議出席に係る日当、交通費等その他を支給す
ることができる。
３．前項に関し、その額、内容その他必要な事項は
役員会で別に定める。
（振興会評議員の推薦）
第１７条 当支部は、振興会から評議員推薦の要請
があったときは、支部長を評議員候補者として推薦
する。
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第５章 会 議
（会議）
第１８条 当支部の会議は、通常総会、臨時総会、
支部会、地区会及び役員会とする。
２．会議（地区会を除く）は支部長が招集し議長と
なる。
（総会）
第１９条 総会は、正会員をもって構成する。
２．通常総会は、毎年事業年度終了後２ｹ月以内に
開催する。
３．役員会が特に重要と認めた事項を審議するため
支部長は、臨時総会を招集することができる。
（総会の議長）
第２０条 総会の議長は、支部長がこれにあたる。
（総会の議決）
第２１条 総会は正会員の過半数の出席がなければ
議事を開き決議することができない。
２．議事は、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
３．総会に出席できない正会員は、他の出席正会員
に議決権の行使を委任することができる。この場合
当該正会員は出席したものとみなす。
４．総会の議事については、議事録を作成しなけれ
ばならない。
５．議事録には、議長及び総会において選任された
議事録署名人２名が署名押印する。
（総会に付議すべき事項）
第２２条 総会は、この規約に定めるものの他、次
の事項を決議する。
（１）事業報告並びに収支決算
（２）事業計画並びに収支予算
（３）支部会費、臨時会費及び支部入会金
（４）役員の選任及び解任
（５）役員会が特に重要と認めた事項
（役員会）
第２３条 役員会は、第１０条に定める役員をもっ
て構成し、次の事項を協議する。
（１）支部業務の執行に関する重要事項
（２）総会に提出する議案
（３）総会を開催するいとまのない緊急事案の処理
２．支部長は、案件により、役員全員によらない役
員会を必要に応じて開催することができる。この場
合、支部長は、当該役員会の審議内容を直近の役員
会に報告するものとする。
（地区会）
第２４条 地区会は、地区長が必要と認めたときに
支部長の承認を得て開催する。
（支部会）
第２５条 支部長は、必要に応じて支部会を招集す
る。
２．支部会は、情報伝達を行うほか、必要な事案に
ついて協議する。
（委員会及び研究会）
第２６条 支部事業の円滑な運営の確保を図るため
支部長は、役員会の決議を得て、委員会及び研究会
を設けることができる。

第６章 会 計
（会計）
第２７条 当支部の運営に必要な経費は入会金、会
費及びその他の収入をもって支弁する。
（経費の負担）
第２８条 会員は、支部の事業活動に経常的に生じ
る経費に充てるために、支部総会が定める額を限度
として、支部会費を納めなければならない。なお、
支部会費を６ｹ月以上滞納した場合は振興会に報告
し、督促事務の対象となる。
２．前項のための会費額は、月額２，０００円と
する。
３．第１項の定めにかかわらず、支部の事業活動に
に際して付随的に生じる参加費その他受益者が負担
すべき費用は、役員会の決議に基づき参加者に負担
を求めることができる。
（拠出金品の不返還）
第２９条 会員が退会するとき、既納の入会金、会
費、拠出金は返還しない。ただし、退会月の翌月以
降にかかる会費を前納しているときは、これを返還
する。
（入会金）
第３０条 当支部の入会金は、２万円とする。ただ
し、他支部に所属する振興会の正会員がこの支部に
入会しようとするときは入会金を要しない。
２．既に自動車分解整備事業の認証を得て入会する
ときの支部入会金は１万円とする。
３．正会員である自動車分解整備事業場を譲り受け
て入会するときの支部入会金は、賦課しない。
（会員慶弔）
第３１条 当支部の会員に対する慶弔は次の種別と
する。
（１）慶事
（２）弔事
（３）災害等見舞
２ 慶弔金等については、役員会の決議を得て別に
定める。
（事業年度）
第３２条 事業年度は、４月１日から翌年３月３１
日までとする。
第７章 規約の変更
（規約の変更）
第３３条 この規約は、総会の決議がなければ変更
することができない。
２．前項により規約を変更したときは、速やかに振
興会に届け出なければならない。
（支部の名称の使用許諾基準の報告）
第２４条 支部は、振興会が定める支部の名称の使用
許諾基準に抵触触していないことについて、支部総会
終了後速やかに振興会に報告するものとする。

附則（平成１６年１月２１日）
１．この規約は、平成１６年１月２１日から施行する。
２．この支部創立以前に自動車分解整備事業の認証を
受けたものが支部正会員として入会する場合は、平成
１６年９月３０日まで支部入会金を１０，０００円と
する。
３．創立総会で選任された役員の任期は、第１１条の
規定にかかわらず、通常総会までとする。
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附則（平成１８年４月１９日）
１．第２７条の一部改正は、平成１６年１０月１日から
施行する。
附則（平成１９年４月１８日）
１．第４条第１項、第６条、第２６条第１項及び第２７
条第４項の一部改正は、平成１９年４月１日から施行す
る。
附則（平成２１年４月２１日）
１．第９条の一部改正は、平成２１年４月２１日から施
行する。
附則（平成２３年４月２１日）
１．第３条の改正は、平成２３年4月２１日から施行する。
附則（平成２５年４月１７日）
１．平成１６年１月２１日に当支部が設立された際に発
効した規約（以後の一部改正を含む）を、東京都自動車
整備振興会が一般社団法人に移行したことに伴い全面的
に変更する。施行は平成２５年４月１日からとする。
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