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大阪薬科大学同窓会会則 
 

 

第１章  総   則 

 

第１条 名 称 

 本会は大阪薬科大学同窓会と称する。 

 

第２条 所在地 

 本会は本部を大阪薬科大学内に置く。 

 

第３条 目 的 

 本会は会員相互の親睦を図り、知識の向上に努

め、大阪薬科大学の発展及び社会に寄与すること

を目的とする。 

 

第４条 事 業 

 本会は第３条の目的を遂行するために次の事

業を行う。 

 （１）会員の親睦及び共済。 

 （２）大阪薬科大学の後援。 

 （３）会員の名簿及び会報等の発行。 

 （４）その他必要な事業。 

 

第２章  会   員 

 

第５条 会員の資格 

 本会は次の会員をもって組織する。 

  道修薬学校卒業生。 

  道修女子薬学専門学校卒業生。 

  帝国女子薬学専門学校卒業生。 

  帝国薬学専門学校卒業生。 

  大阪薬科大学卒業生。 

  大阪薬科大学大学院修了者。 

 

第３章  役員及び幹事 

 

第６条 役員・幹事 

 本会に次の役員及び幹事を置く。 

 （１）役員 会長     １名 

       副会長    ４名以内 

       常任幹事  ２２名以内 

       監査役    ２名 

 （２）幹事 若干名 

 

第７条 役員・幹事の役割 

 （１）会長は本会を代表し会務を総括する。 

 （２）副会長は会長を補佐して、会務（庶務、

会計及び広報等）を分担し、それぞれを統括

する。 

   また、会長に支障のある時は、あらかじめ

定める順位に従いその会務を代行する。 

 （３）常任幹事は会務（庶務、会計及び広報等）

を分担する。 

 （４）監査役は会務及び会計を監査し、会議に

出席して意見を述べることができる。 

 （５）幹事は幹事会を構成し会務を審議する。 

   特にその所属する各卒業年会員又は支部

会員について相互の連絡を密にし、本会の円

滑な運営につとめる。 

 

第８条 役員の選出 

 （１）会長、副会長及び監査役は、幹事会で選

出し、総会に報告する。 

 （２）常任幹事は会長及び副会長協議により、

幹事及び会員の中より推薦し、幹事会の承認

を得るものとする。 

   但し、１学年３名以内とする。また、会員

の中より推薦する場合は、７名以内とする。 

 （３）庶務、会計及び広報等の担当は、役員会

で決定する。 

 （４）監査役は、幹事を兼ねることはできない。 

 

第９条 幹 事 

 （１）幹事は原則として各卒業年会員の代表（以

下「クラス幹事」という）４名以内ならびに

各支部より（以下「支部幹事」という）１名

とする。 
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 （２）クラス幹事は当該卒業年会員のうちから

卒業年において、支部幹事は当該支部会員の

うちから支部において選出する。なお、その

選出方法は、卒業年及び支部の定めるところ

とし、選出が困難な場合は、会長が本人の承

諾後、委嘱する。 

 

第 10 条 役員の任期 

 （１）役員の任期は３ヵ年とし、その年の４月

１日から任期満了時の３月３１日までとす

る。また、再選は妨げない。 

   但し、会長は連続２期を限度とする。 

 （２）役員及び監査役に欠員が生じた場合は、

速やかにこれを補充する。但し、その任期は

前任者の残任期間とする。 

 （３）役員は、辞任した場合又は任期満了の場

合においても、後任者が就任するまでは、そ

の会務を行わなければならない。 

 

第 11 条 相談役 

 （１）本会は相談役を置くことができる。 

 （２）相談役は役員会の推薦により、会長が委

嘱する。その任期は役員と同様とする。 

 （３）相談役は会議に出席して意見を述べるこ

とができる。 

 

第４章  会   議 

 

第 12 条 会議の種類 

 （１）会議は役員会、幹事会及び総会とする。 

 （２）会長が必要と認めた時は委員会を設置す

ることができる。 

 

第 13 条 役員会 

 （１）役員会は、会長が招集する。 

   会長は、副会長と常任幹事の総数の３分の

１以上の要請があった時には、速やかに役員

会を招集しなければならない。 

 （２）役員会は、役員（監査役は除く）をもっ

て構成し、その２分の１以上の出席により成

立する。 

   会議は会長が議長となり、議決は出席者の

過半数で決し、賛否同数の時は議長の決する

ところによる。 

 （３）役員会では次の事項を協議する。 

   １）会長及び監査役の候補者選定。 

    なお、会長及び監査役立候補については

別途規程に定める。 

   ２）会則及び規程の制定又は改廃に関する

事項。 

   ３）会務及び事業に関する事項。 

   ４）予算及び決算に関する事項。 

   ５）保有財産に関する事項。 

   ６）その他、運営に関して必要な事項。 

 

 （４）前項の協議事項は、幹事会の議決を経て、

施行できるものとする。 

 （５）役員会の議事録は庶務が担当し、議長及

び出席者の中より議長が指名した議事録署

名人が署名捺印する。 

 

第 14 条 幹事会 

 （１）幹事会は役員（監査役は除く）及び幹事

をもって構成する。 

 （２）定例幹事会は毎年 2回会長が招集する。 

 （３）臨時の幹事会は会長が必要と認めた時招

集する。 

 （４）会長は、幹事の 3 分の 1 以上が連署して

付議すべき事項を示して、幹事会の開催の要

請がある時は、速やかに幹事会を招集しなく

てはならない。 

 （５）監査役が会務又は財産の状況につき、不

適正な事項があることを発見し、その報告を

するため幹事会の開催を必要と認めた時、会

長は速やかに幹事会を招集しなくてはなら

ない。 

 （６）幹事会の議長は会議のつど幹事の互選で

定める。 
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 （７）幹事会の成立は、役員（監査役は除く）

と幹事の総数の３分の１以上の出席、又は委

任状を加えて２分の１以上をもって有効と

する。 

 （８）幹事会では次の事項を審議及び議決する。 

   １）会長、副会長及び監査役の選出。 

   ２）会則及び規程の制定又は改廃に関する

事項。 

   ３）会務及び事業に関する事項。 

   ４）予算及び決算に関する事項。 

   ５）保有財産に関する事項。 

   ６）その他、運営に関して必要な事項。 

 （９）幹事会の議決は、出席の役員（監査役は

除く）と幹事の総数の過半数で決し、賛否同

数の時は議長の決するところによる。但し、

委任状出席は除く。 

 （10）幹事会の議事録は庶務が担当し、議長及

び出席者の中より議長が指名した議事録署

名人が署名捺印する。 

 

第 15 条 総 会 

 総会は毎年１回、会計年度終了後２ケ月以内に

会長が招集し、幹事会議決事項及び実施事業等の

報告をする。重要付議事項がある場合は審議する。 

 なお、会長が必要と認めた時は、臨時に総会を

招集することができる。 

 

第５章  会   計 

 

第 16 条 会 計 

 本会の会計は入会金、会費、資産から生ずる収

入、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。 

 

第 17 条 入会金 

 入会金は 30,000 円也を在学中に前納するもの

とする。これは本会が預かり金として、同窓会入

会まで保管する。 

 但し、この期間中保管により生じる利益は本会

に属する。 

第 18 条 会 費 

 会費は、年額 2,000円とする。 

 また、在学中に年会費 10 年分を前納する。な

お、一旦納入した入会金及び会費は特別な事情が

ないかぎり返却しない。 

 但し、年度会計への組み入れ額は、当該年度分

とする。 

 

第 19 条 会計年度 

 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年

３月３１日に終わる。 

 

第６章  支   部 

 

第 20 条 本会は幹事会の承認を得て各地に支部

を置くことができる。 

 

第 21 条 支部では、第 9 条に規定する幹事を選

定し、本部に報告する。 

 

第７章  補   則 

 

第 22 条 会務の運営に関する施行の細則は役員

会の議を経て別にこれを定める。 

 

第 23 条 この会則の解釈に関する疑義は役員会

の決定に従う。 

 

第 24 条 本会に事務員を置くことができる。 

 

 

附   則 

 

 ①この会則は昭和 45年 5月 17日より施行する。 

 ②昭和 55年 5月 18日一部改正。 

 ③昭和 61年 5月 18日一部改正。 

 ④平成 6年 5月 15日一部改正。 

 ⑤平成 7年 5月 20日一部改正。 

 ⑥平成 10年 7月 26日一部改正。 
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 ⑦平成 13年 5月 13日一部改正。 

 ⑧平成 15年 5月 18日一部改正。 

 ⑨平成 18年 5月 28日一部改正。 

 ⑩平成 19年 3月 18日一部改正。 

 ⑪平成 20年 11月 24日一部改正。 
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大阪薬科大学同窓会会則 

会長・副会長選出規定 
 

 

１．会長及び監査役選出 

 会長及び監査役の選出は、会長及び監査役立候

補者の中から幹事会での選挙により選出する。 

 立候補者がない場合は、選考委員会が役員会に

推薦する。 

 

２．選挙管理委員会 

 (1) 選挙管理委員会は、選挙に関する事項につ

いて全てを統括する。 

 (2) 選挙管理委員会は、常任幹事の互選による

５名でもって構成する。 

 (3) 選挙管理委員は、互選により委員長 1名を

選出する。 

 

３．公 示 

 選挙管理委員会は、届け出の受付期間、その他

選挙に関し必要な事項を、改選前年の秋の同窓会

報に掲載する。 

 

４．被選挙資格 

 会長及び監査役の被選挙資格は、次の条件を満

たす者とする。 

 (1) 直前 10 年以上継続して同窓会費納入実績

を有する者。 

 (2) 幹事（直前５年以上継続して同窓会費納入

実績を有する者）５名の推薦がある者。 

 

５．立候補の届け出 

 会長及び監査役の候補者になろうとする者は、

公示後別に定める文書により推薦人名簿を添え

て同窓会室宛に書留郵便にて選挙管理委員会に

届け出る。なお、封筒に｢立候補届｣と朱書する。 

 

６．立候補の届け出の締め切り 

 選挙管理委員会は、年度末の役員会前までに会

長立候補者の届け出を締め切り、役員会に報告す

る。 

 

７．投票権者と投票の方法 

 (1) 公示日から選挙日まで、新幹事は認めない。

(幹事数を報告しておく。) 

 (2) 選挙日に、投票の為の幹事会を開催し、出

席の役員(監査役は除く)及び幹事が投票を行

う。   

  但し、議長が議場の閉鎖を命じた時、議場内

にいる者に限る。 

  (3) 会長の選挙は、単記無記名投票によって行

い、監査役の選挙は、連記無記名投票によっ

て行う。 

 (4) 会長の選挙においては、有効投票の過半数

の得票がなければならない。過半数の得票者

がない時は、多数を得た上位２名を候補者と

して、再選挙を行う。 

 

８．無投票当選 

 候補者が、その選挙によって選ぶべき員数を超

えない時は、投票を行わずにその候補者をもって

当選者とする。 

 

９．会長及び監査役選考委員会 

 会長及び監査役立候補者がない場合、現会長は

幹事より７名の選考委員を委嘱する。選考委員は、

互選により委員長を 1名を選出する。 

 

10．推薦者の選定 

 選考委員会は、会長推薦者 1名、監査役推薦者

1名又は 2名を選定し役員会に報告する。 

 

11．会長及び監査役選任 

 幹事会は、会則により役員会で承認された推薦

者を審議し、選任する。 
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12．副会長の選出 

 (1)新会長及び会長が、3~4 名の副会長候補者

を推薦し、幹事会において選任する。 

 (2)副会長候補者の資格は、直前５年以上継続

して同窓会費納入実績を有する者。 

 

13．補則 

 本規程に定めていない事項、或いは疑義が生じ

た時は選挙管理委員会に諮り善処する。 

 

 

附 則 

 ①この規程は平成 13年 8月 4日より施行する。 

 ②平成 15年 5月 18日一部改正。 

 

 

 

大阪薬科大学同窓会会則 

会長、副会長及び監査役の選出規程施行細

則 
 

 

１．会長、副会長及び監査役の選出規程を円滑に

運用するために、本細則を定める。 

 

２．選挙管理委員は選挙に関し中立の立場を守り、

立候補及び応援活動は出来ない。但し、投票

権は有する。 

 

３．立候補の届け出 

 Ａ．提出書類 

  ①立候補届け出書（様式１） 

  ②立候補者の略歴書 

  ③推薦人名簿（様式２） 

  ④推薦書（様式３） 

 Ｂ．締め切り日 

  当日必着（消印無効） 

 

４．候補者の確定 

 １）選挙管理委員長は締め切り日の翌日選挙管

理委員会を招集する。 

 ２）委員長は立候補の受付書類一覧表を作成す

る。 

 ３）一覧表には立候補者名、書類名、提出年月

日、到着年月日等を記載する。 

 ４）各委員は一覧表に従い全資料を確認しそれ

ぞれに署名する。 

 ５）選挙管理委員会は立候補の届け出書類一式

を審査し候補者を確定する。 

 ６）委員長は確定した候補者名を直ちに会長に

報告する。 

 ７）会長は役員会を招集し、委員長が候補者名

等を報告する。 

 ８）委員長は確定した候補者に連絡すると共に

幹事送付用のプロフィール等（A４用紙一枚）

の作成を依頼する。 

 ９）役員会での報告を受けて、委員長は、役員

及び幹事に立候補者名とそのプロフィール

等を郵送する。 

 10）委員長は選挙当日まで届け出書類一式を保

管する。 

 

５．候補者の確定が困難な場合 

 選挙管理委員長は会長に審議内容及び理由を

書面で報告する。会長は前記報告を受けた時、速

やかに役員会を招集し報告する。 

 

６．選挙 

 １）候補者は、選挙管理委員会の定める時間で

所信表明演説を行い、その後質疑応答に対応

する。 

 ２）投票権者    代理出席及び委任状は認めな

い。 
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７．選挙資料の保管 

 １）選挙管理委員長は選挙終了後直ちに選挙に

関わる全資料を会長に手渡す。 

 ２）会長は前記資料を同窓会室に保管する。 

 

８．選挙資料の開示 

 １）会員（立候補締め切り日までの会費納入者）

は選挙に関する資料について開示請求が出

来る。 

 ２）会員が開示請求する場合、同窓会室会長宛

書面にて選挙終了後4月末日までに書留郵便

にて行う(必着）。 

 ３）会長は会員より開示請求があった場合、応

じなければならない。 

 ４）開示場所は同窓会室とする。 

 ５）期間は書留郵便到着後 10 日以内とする。 

 ６）開示立会い人は会長及び選挙管理委員長の

２名とする。但し、立会いが困難な場合は副

会長又は選挙管理委員が代行する。開示同席

者は 5名以内とし、予め請求時に名簿を提出

しなければならない。会費未納入者は開示同

席をすることは出来ない。 

 ７）開示日時は開示請求書到着後、速やかに会

長が直接請求者に連絡し、協議の上決定する。 

 ８）決定日時は会長から請求者及び選挙管理委

員長に FAX又は葉書にて連絡する。 

 

９．選考委員会 

 １） 立候補者がない場合及び候補者の確定が

困難な場合、会長は直ちに役員会に諮り選考

委員を委嘱する。 

 ２） 選考委員は、候補者になれない。又、委

員として知り得た情報を他に漏らしてはな

らない。 

 

 

附 則 

 この細則は平成 15年 5 月 18日より施行する。 

 

大阪薬科大学同窓会会則 
幹事についての規程 
 

 

（１）この規程は会務の運営を円滑にする為、同

窓会会則第９条の幹事について定める。 

 

（２）幹事を変更又は追加する時は、所定の書面

で会長に届け出る。届は役員会で受理し幹事

就任とする。 

 

（３）幹事が幹事としての職務を長期に亘って行

わない場合は、役員会で協議の上幹事を解任

し本人に通知する。 

 

（４）幹事就任者は年会費納入を条件とし、当該

年度内に年会費の納入がない時は役員会で

協議の上次年度の幹事を解任し本人に通知

する。 

 

（５）支部幹事は会則第 9 条(1)により各支部よ

り 1名となっているが、その他に３名以内を

予め登録し代理出席（議決権、投票権を有す）

１名を認める。 

 

 

附 則 

 ①この規程は昭和 59年 2月 25日より施行する。 

 ②昭和 59年 8月 11日一部改正。 

 ③平成 15年 5月 18日一部改正。 

 

 

 



 —8— 大阪薬科大学同窓会会則・細則 

大阪薬科大学同窓会会則 
慶弔規程 
 

 

第１条 適 用 

 この規程は同窓会会員の慶弔慰について定め

る。 

 

第２条 慶 意 

 会員の叙勲、その他に際し、祝電をうち、その

他同窓会の発展に貢献した時慶意を表わす。 

 

第３条 弔 慰 

 弔電をうち、必要とみとめられた場合は、弔慰

金又は供花をおくる。弔慰金又は供花は、宗教、

慣習等によって香典、樒等を同窓会の名で送る。 

 

第４条 弔慰範囲 

 会員、母校現旧職員、その他母校関係者が死亡

した時、及び役員・母校現職員の一親等以内の尊

族が死亡した時。 

 

第５条 申 請 

 前条のいずれかに該当する場合は、会員等の連

絡によって、会長、副会長、庶務担当常任幹事  又

はこれに代わるものによって事務処理をする。 

 

第６条 期 間 

 事務処理については死亡後 30 日以内とする。 

 

第７条 その他 

 本規程に定めなき事項及び特に考慮すべき点

が発生した時は、その都度、会長及び副会長で決

定し、幹事会に報告する。 

 

附 則 

  ①この規程は昭和 55年 3月 9日より施行する。 

  ②平成 6年 1月 22日一部改正。 

  ③平成 15年 5月 18日一部改正。 

大阪薬科大学同窓会会則 

支部についての規程 
 

 

（１）この規程は同窓会会則第 6 章による支部に

ついて定める｡ 

 

（２）支部は地域別支部と職域支部とする。支部

構成会員は原則として 30 名以上とする。 

 

（３）支部を結成しようとする時は、本部に支部

名、支部長名、会員名、支部規則を提出し幹

事会の承認を得るものとする。 

  規則等に変更があった時は直ちに本部に届

け出て承認を受けること。 

 

（４）支部長就任者は年会費納入を条件とし、当

該年度内に年会費の納入がない時は役員会

で協議の上、次年度の支部長を解任し本人に

通知する。 

 

（５）支部は年 1回総会を開催し、年間活動状況

を本部に報告する。 

 

（６）支部結成大会又は総会等には本部より若干

名出席するものとする。 

 

（７）支部発展の為、次の場合、本部より助成す

ることができる。 

 １．支部結成 

 ２．支部総会 

 ３．その他、本部が必要と認めた時 

 

（８）本規程に定めなき事項について特に考慮す

べき点が発生した時は、その都度、会長及び

副会長で決定し、幹事会に報告する。 
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附 則 

 ①この規程は昭和 58年 9月 4日より施行する。 

 ②平成 15年 5月 18日一部改正。 

 ③平成 16年 5月 16日一部改正。 

 

 

 

大阪薬科大学同窓会会則 

卒業生評議員の推薦についての規程 
  （卒業生評議員の大学への推薦） 

 

 

１．同窓会からの評議員推薦者 

 １）新会長。 

   大阪薬科大学寄付行為第 23 条 2 による 10

名の卒業生評議員推薦者の選出は次による。 

 ２）同窓会に貢献された方。 ９名 

  推薦する評議員の候補者（被推薦者）は、選

考委員会を経て幹事会で選出し、新会長が大

学理事会に提出する。 

   なお、決定した卒業生評議員の名簿は、次

号の同窓会報に掲載する。  

 

２．被推薦者の資格 

 １）3 月 31 日現在、満 74 歳未満の者。 

 ２）直前 10 年以上継続して同窓会費納入実績

を有する者。  

 

３．選考委員会 

 委員会は新会長を含む 7 名の委員で構成し、互

選により委員長を選出する。 

 １）選考委員の選出方法 

  幹事会当日の推薦又は立候補による単記無

記名投票選挙。 

  得票者の多数を得た者から、順次、選ぶべき

員数までを委員とする。得票数が同じ場合は、

議長が、くじで委員を定める。 

 ２）選考委員の資格 

  幹事会当日出席した幹事又は役員で、就任後

2年以上継続している者。（但し、支部幹事及

び予備幹事の場合、直前３年以上継続して会

費納入実績を有する者。） 

 ３）選考委員会は、新会長決定後、可及的速や

かに開催する。             

 

４．被推薦者の選考方法 

  選考委員会は、16 名以上 20 名以内を推薦し、

リストを作成する。 

  幹事会で、選考委員会より作成されたリストの

なかから、3 名連記無記名投票選挙によって、上

位得票者より選出する。但し，同票得票者が複数

のため定数を超える場合、選考委員による無記名

投票（単記又は連記）選挙により確定する。  

 

５．資料の保管 

 選考委員長は、リスト及び選出した 9 名の名簿

を新会長に手渡す。新会長は、資料を同窓会室に

保管する。 

 

  

附 則 

  ①この規程は、平成 14年 1月 27日より施行す

る。 

  ②平成 16年 5月 16日一部改正。 

 

 

 

大阪薬科大学同窓会会則 

補助金規程 
 

 

（１）この規程はクラス会の発展の為、クラス会

に給付する補助金について定める。 

 

（２）4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までに納入され

た年会費に対し当該年度の補助金として翌

年度各クラス幹事に支払う。 

  尚、平成７年卒業生より補助金は当該年度の
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補助金としてそれぞれの幹事に 10 年分割に

て支払う。 

 

（３）支払い期限は 3 月 31 日までとし次年度分

には繰り入れない。 

  但し、年会費 10 年分前納クラスについては

この限りではない。 

 

（４）補助金は幹事から支払請求（別紙会計報告

書を提出）によって本部記録をもとにして幹

事会又は総会にて支払う。 原則として本部

より郵送はしない。 

 

（５）補助金を受領される幹事は、当該年度の年

会費が納入済であることとする。 

 

（６）補助金は納入年会費に対し 20％とする。 

 

 

附 則 

 ①この規程は昭和 55年 9月 27日より施行する。 

 ②昭和 59年 3月 17日(10)項追補。 

 ③平成 6年 1月 22日一部改正。 

 ④平成 10年 7月 26日一部改正。 

 ⑤平成 16年 5月 16日一部改正。 

 ⑥平成 20年 11月 24日一部改正。 

 

 

 

大阪薬科大学同窓会会則 

旅費に関する規程 
 

 

第１条 目 的 

 この規程は、同窓会会員が、同窓会会長の依頼

により同窓会業務を行うため旅行する旅費に関

して必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 旅費の支給 

 会員が出張する場合には当該会員に対し旅費

を支給する。 

 

第３条 旅費の種類 

 １．旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、車賃、1

日の費用弁償（以下｢日当｣という）、半日の

費用弁償（以下｢半日当｣という）及び宿泊料

とする。 

 ２．鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客

運賃等により支給する。 

 ３．航空賃、航空旅行について路程に応じ旅客

運賃等により支給する。 

 ４．車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ）旅

行について路程に応じ旅客運賃等により支

給する。 

 ５．日当は、業務を行った日数に応じ 1日当り

の定額により支給する。（移動のみは半日当） 

 ６．半日当は、業務を行った半日当りの定額に

より支給する。（近隣地域） 

 ７．宿泊料は、実費により支給する。 

 

第４条 旅費の計算 

 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によ

り旅行した場合の旅費により計算する。但し、天

災その他やむを得ない事情により最も経済的な

通常の経路又は方法によって旅行し難い場合に

は、実費とする。 

 

第５条 鉄道賃   

 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車

輌料金（これらのものに対する通行税を含む）並

びに座席指定料金による。 

 

第６条 航空賃 

 航空賃の額は、航空運賃、ジェット特別料金及

び空港・市内間の運賃による。 
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第７条 車 賃 

 車賃の額は、実際に支払った実費額による。 

 

第８条 日 当 

 １．日当の額は 10,000円とする。 

 ２．半日当の額は 5,000円とする。 

 

第９条 宿泊料 

 宿泊料の額は、上限として東京 30,000円、他地

域 20,000円とする。 

 

第 10 条 事故時の扱い 

 旅行中、万一事故が生じた場合、当該人及びそ

の関係者、同窓会並びに当該人が使用した乗物の

関係者等で誠意をもって解決する。 

 

第 11 条 その他の事項 

 この規程に定めのない事項については、役員会

で審議決定し、幹事会へ報告する。 

 

 

附 則 

 ①この規程は、昭和 60年 1月 19日より施行す

る。 

 ②平成 10年 7月 26日一部改正。 

 ③平成 15年 5月 18日一部改正。 

 

 

 


