
長岡市陸上競技協会規約 

第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 本協会は長岡市陸上競技協会と称する。 
 
（事務所） 
第２条 この会の事務所は会長が指定する所に置く。 
 

第２章 目的および事業 
 
（目的） 
第３条 本協会は長岡市における陸上競技を統括し、かつこれを代表する団体であって陸上競技

の健全な普及および振興を図り、併せて長岡市に在住、勤務、在籍する人の心身の健全

な発達に寄与することを目的とする。 
 
（事業） 
第４条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 陸上競技の普及と競技力の向上を図る。 
２ 陸上競技に関する公認審判の養成と審判技術の向上を図る。 
３ 陸上競技に関する協議会を開催する。 
４ 新潟陸上競技協会に公認審判員候補者を推薦する。 
５ 新潟陸上競技協会と長岡市スポーツ協会に功績、功労のあった者および優秀な競技

者を栄章候補者として推薦する。 
６ 陸上競技に関する諸計画を立て、これを実施する。 
７ 陸上競技に関する情報の収集と提供をする。 
８ 陸上競技に関係する団体に協力と支援をする。 
９ 新潟陸上競技協会、長岡市スポーツ協会および中越陸上競技連絡協議会に長岡市の

陸上競技界を代表して加盟し協力する。 
10 競技会および会議等をとおし会員の親睦と友好を図る。 
11 陸上競技に関する委託業務を行う。 
12 その他、この会の目的を達成するために必要なことを行う。 

 
第３章 組織 

 
（組織） 
第５条 本協会は次の新潟陸上競技協会登録者とこの会の目的に賛同し、登録した者をもって組

織する。 
１ 市内に在住、在職する者。 



２ 市内の高等学校体育連盟専門部 中学校体育連盟専門部 小学校体育連盟専門部に

所属する者。 
３ 陸上競技協会のない隣接する市町村に在住する者。 
４ その他、本協会が特別に認めた者。 

 
第４章 役員の選出および任務 

 
（役員） 
第６条 本協会に次の役員をおく。 

会長 １名      理事 若干名 
副会長 若干名    監事 ３名 
理事長 １名     顧問 若干名 
副理事長 若干名 
常任理事 若干名 
２ 会長が委嘱する。 

 
（会長、副会長の選出および任務） 
第７条 会長は理事会で選出し、総会で承認を得る。選考委員会が理事会に推薦する。 

２ 副会長は会長が推薦し、総会で承認を得る。 
３ 会長は当協会の業務を統括し、これを代表する。 
４ 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できなくなった時または欠けたときは、

会長が予め指定した順により、その職務を代行する。 
５ 副会長は理事長および、各専門部の指導、助言にあたる。 

 
（理事長、副理事長の選出および任務） 
第８条 理事長、副理事長は理事会で選出し、総会で承認を得る。選考委員会が理事会に推薦す

る。 
２ 理事長は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、各専門部の業務を

統括する。 
３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が職務を遂行できなくなった時または欠けた

ときは、理事長が予め指定した順により、その職務を代行する。 
 
（理事の選任および任務） 
第９条 理事は地域から１２名および各団体（高体連３名 中体連３名 小体連１名）から推薦

される。その他、会長が協会業務の必要に応じて推薦する。ただし、会員が１０名に満

たない地域は推薦できない。 
２ 理事は理事会を組織する。 
３ 協会の事業および規約改正などの重要事項を審議し、総会に提案する。 
４ 欠けた場合は補充する。 

 



（専門部） 
第１０条 本協会に次の専門部を置く。 

総務部 審判部 競技部 道路競技部 強化部 普及部 広報部 経理部 
 
（専門部長と委員の選任および配置） 
第１１条 専門部長および専門委員は理事の中から理事長が専任配置し、理事会の承認を得る。 

２ 専門委員の任務内容は別に規程で定める。 
 
（監事の選任および任務） 
第１２条 監事は会長副会長会議で選出し、理事会で承認を得る。 

２ 監事は、協会の会計および財産の状況を監査する。 
３ 監事は、理事会および専門部業務の執行状況を監査する。 
４ 監事は、協会の会計、財産の状況業務の執行について疑義ないし改善要望のある

ときは、これを理事会に報告する。 
 
（常任理事の選出と任務） 
第１３条 各専門部長および会長が推薦した理事がこの任にあたる。 

２ 理事長の命を受けて業務を分担し処理する。 
 
（顧問の選任および任務） 
第１４条 顧問は陸上競技の発展向上に功労があった者、学識経験者の中から理事会で選出し、

会長が委嘱する。 
２ 顧問は、協会の目的に応じた業務運営等について、会長および理事会の諮問に応

じ意見を具申する。 
 
（代表委員およびその選出） 
第１５条 本協会を代表する外部団体役員は常任理事会構成委員の中から理事会で選出する。 

２ 代表委員は理事会で各会の報告をする。 
 
（選考委員の選任および任務） 
第１６条 選考委員が選考委員会を構成し、会長 理事長 副理事長 を選考し理事会に推薦す

る。 
２ 現任理事会構成委員から３名、中高体育連盟から各１名を選出する。 
３ 選考委員は、会長 理事長 に推薦されない。 
４ 任期は、理事会への推薦、承認までとする。 

 
（役員の任期） 
第１７条 役員の任期は２ヵ年とし、４月の定例理事会から翌々年の３月末日までとする。ただ

し、再任は妨げない。 
２ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間



とする。 
３ 役員は任期満了後であっても、後任が就任するまで職務を行う。 
４ 協会の役員に定年を設け、任期中に７５歳を越えないものとする。 

 
（役員の解任とその補充） 
第１８条 役員は次の項目に該当するときは、理事会の３分の２以上の議決により解任する事が

できる。 
１ 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。 
２ 職務上の義務違反、その他役員に足りるにふさわしくない行為があると認められ

たとき。 
３ 解任された役員の補充は、該当役員の選出母体あるいは会長が補充し、総会の承

認を得る。 
４ 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
第５章 会議 

 
（常任理事会） 
第１９条 常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 常任理事会は定数の３分の２以上の出席で成立する。 
３ 常任理事会の議事は、出席者の過半数で決する。 
４ 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事で構成する。 

 
（理事会） 
第２０条 定時理事会は毎年度４月と１２月に会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時理事

会を開く事ができる。 
２ 会長、副会長、理事長、副理事長、理事と諮問された顧問で構成する。 
３ 理事会は定足数の２分の１の出席で成立する。ただし、あらかじめ書面をもって

委任行為をした者は出席したものとする。 
４ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決す

る。 
５ 会長が議長となる。 

 
（理事会の開催の省略） 
第２１条 簡単な事項や急を要する事項または会長が必要と認めた時には、常任理事の意見を聞

き執行する事ができる。または書面でも審議できる。 
 
（総会） 
第２２条 総会は年１回定時総会を４月に開催する。ただし。必要に応じて臨時総会を開催する

ことができる。 
２ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長が決する。 



３ 総会において議決または承認する事項は次のものとする。 
① 事業計画および予算の決定 
② 事業報告および決算の承認 
③ 会費額の決定 
④ 規約の改廃 
⑤ その他、会長が必要と認めた事項 

４ 議長は、その都度出席者の中から選任する。 
 
（推薦選考会議） 
第２３条 新潟陸上競技協会の公認審判、栄章候補者および長岡市スポーツ協会等の栄章候補者

を推薦する。 
２ 次の職に在る者で構成する。 

会長 副会長 理事長 副理事長 総務部長 審判部長（公認審判推薦時） 
３ 必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

 
第６章 経理および会計 

 
（経費） 
第２４条 本協会の経費は次のもので代弁する。 

１ 会費 
公認審判登録者      3,000 円 
競技者登録者       2,000 円 
県陸協に登録しない会員  2,000 円 
中学生 高校生       100 円 

２ 事業収入 
３ その他の収入 

 
（出納） 
第２５条 協会の出納は会長の決裁を得てから支出しなければならない。 

２ 事前に会長から執行委任を受けた経費については、理事長の決裁で支出する事が

できる。 
 
（会計年度） 
第２６条 本協会の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 

第７章 規約、細則、規程の施行と改正 
（規約の改正） 
第２７条 この規約は総会出席者の３分の２以上の同意があれば改正できる。 
（施行） 
第２８条 この規約の施行について必要な事項は理事会の承認を得て会長が別に定める。 



 
（細則と規程） 
第２９条 規約の運用を円滑にするために理事会の議決を経て会長が別に定める。 
 

第８章 附則 
 
第３０条 この規約は、平成２６年４月１２日から施行する。 
 

制定 昭和２３年１１月 １日 
改正 昭和３８年 ４月 １日 

昭和４３年 ３月１８日 
昭和４５年１２月１７日 
昭和４８年 ２月１５日 
昭和５１年 ４月１２日 
昭和５４年 ４月 ９日 
平成 ３年 ７月 ２日 
平成 ６年 ２月２２日 
平成 ９年 ４月１２日 
平成２１年 ４月２９日 
平成２２年 ４月１７日 
平成２６年 ４月１２日 

 一部字句変更 平成２９年 １月１２日 
一部字句変更平成３０年 ４月 １日 

 


