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静岡県言語聴覚士会 規約 
 

第九章 総則 

第一条  名称 

本会は、静岡県言語聴覚士会（以下県士会） と称する。 

第二条  事務所 

本会は事務所を 浜松市リハビリテーション病院  におく。 

第三条  目的 

本会は県内言語聴覚士の知識、技術の研鑽、資質の向上および職業倫理の遵守に努    め、関連団

体と連携することによって社会的責務を果たし、もって県内言語聴覚障害児・者の保健・医療・福

祉・教育の充実と生活の質の向上に寄与することを目的とする。 

第四条 事業 

1） 県内言語聴覚士の普及と発展を図り、さらには利用者の機会均等を進めること 

2） 会員の倫理の確立および向上に関すること 

3） 行政および関連団体との連携、交流に関すること 

4） 会員の資質・技術の向上に関すること 

5） 会員間の情報交換、交流、協力に関すること 

6） その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

第十章 会員 

第五条 本会に次の会員を置く。 

（１）正会員 

言語聴覚士の免許を有する者で、静岡県内に在住または勤務し、本会の目的に賛同する者。 

（２）名誉会員 

本会の活動に多大なる貢献をした者、また言語聴覚療法の発展に功績顕著で、運営委員会が推挙し、

会員総会において承認された者。ただし、名誉会員に推薦された者は、会長よりその内示があった

時に辞退を申し出ることができる。 

第六条 入会 

会員になろうとする者は、入会申込書に別に定める会費を添えて会長に提出し、運営委員会の承認

を受けなければならない。 

第七条 会費  

  会員は、県士会総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし名誉会員は会費、

研修会費等が免除される。 

第八条 退会 

 会員は、退会届を会長に提出することによって退会することができる。 

第九条 除名 

会長は、日本言語聴覚士協会で定めた倫理綱領に違反する行為を行った会員に対し、除名処分を行

使することができる。 

 

第十一章 役員その他の機関 

第十条 種別 

本会に次の役員をおく。 

会長 1 名 
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副会長 1 名 

運営委員 7 名（会長・副会長を含む） 

監事 1 名 

会計 1 名 

第十一条 選任 

1） 運営委員は、会員の中から役員選挙規定に基づき選出し、県士会総会において承認する。 

2） 会長、副会長は、運営委員の互選とし、総会において承認する。 

3） 監事は、会員の中から役員選挙規定に基づき選出し、県士会総会において承認する。 

4） 会計は本会会員により、会員番号順に輪番とする。ただし他役員等を兼ねる場合は、  

その限りではない（2006 年 6 月 25 日 新規定）。 

5） 運営委員および監事は、相互にかねることができない。 

第十二条 職務 

1） 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

2） 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時または会長が欠けた時は、その職務を代行するこ

とができる。 

3） 運営委員は会務を執行する。 

4） 監事は民法第 59 条の職務を行う。 

第十三条 任期 

1） 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。再任の上限は別に定める。 

2） 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3） 役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行

わなければならない。 

第十四条 委員会 運営委員会が必要と認める時は、委員会を置くことができる。 

 

第十二章 会議 

第十五条 種別 

会議は、県士会総会および運営委員会とし、県士会総会は定期総会および臨時総会とする。 

第十六条 構成 

1） 総会は会員をもって構成する。 

2）運営委員会は、運営委員をもって構成する。 

第十七条 機能 

1. 総会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

1） 事業計画および収支予算の決定 

2） 事業報告および収支決算の承認 

3） その他本会の運営に関する重要な事項 

2. 運営委員会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

1） 県士会総会の議決した事項の執行に関すること 

2） 県士総会に付議すべき事項 

3） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

第十八条 召集 

会議は会長が招集する。ただし監事による召集はこの限りではない。 
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第十九条 開催 

1. 定期総会は毎年一回開催する。 

2. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の 5 分の 1 以上もしくは監事から会議

の目的を示して請求があったとき開催する。 

3. 運営委員会は、必要に応じて随時開催する。 

第二十条 議長 

1. 県士会総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。 

2. 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。 

第二十一条 定足数 

1. 県士会総会は会員の 3 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。 

2. 運営委員会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。 

第二十二条 議決 

会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

第二十三条 書面表決 

やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書

面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前

2 条の規定の適用については、出席したものとみなす。 

第二十四条 議事録 

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

1） 日時および場所 

2） 構成員の現在数 

3） 会議に出席した会員の数または運営委員の氏名（前条の規定により出席と見なされるものを含

む） 

4） 議決事項 

5） 議事の経過の概要および発言要旨 

 

第五章 資産および会計 

第二十五条 資産の構成 

本会の資産は次の各号をもって構成する。 

1） 会費 

2） 寄付金品 

3） 事業に伴う収入 

4） 資産から生ずる収入 

5） その他の収入 

 

第二十六条 資産の管理 

本会の資産は、会長が管理し、その方法は運営委員会および県士会総会の議決による。 

第二十七条 経費の支弁 

本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 

第二十八条 予算および決算 

1） 本会の予算は、運営委員会の議決を経、県士会総会の承認を得て決定する。 

2） 運営委員会は、毎年会計年度終了後に決算報告を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得な
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ければならない。 

3） 年度開始時に予算の成立および施行が不可能な場合は、それが可能となるまでの間、前年度予

算を施行する。 

4） 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

第二十九条 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。 

 

第六章  規約の改正および解散 

第三十条 本規約の改正は、県士会総会の出席会員の 3 分の 2 以上の議決による。 

第三十一条 解散 

1. 本会は、民法第 68 条第 1 項第 2 号および第 2 項の規定に準じて解散する。この場合、県士会総

会の議決による解散にあっては、会員の 3 分の 2 以上の同意による。 

2. 解散のときに存する残余財産は、県士会総会の議決を経てその処分を決定する。 

 

第七章 雑則 

第三十二条 この規約の施行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。 

 

第八章  付則 

1. 本会設立初年度の活動方針および会費・収支予算は、この規約の規定に関わらず第一回総会の議

決による。 

2. 設立初年度の会計年度は、第二十八条の規定に関わらず、設立の日から翌年 3 月 31 日までとす

る。 

3. 設立総会までの収支については、設立年度の収入で支弁する。 

4. この規約は平成 12 年 6 月 11 日より施行する。 

 

 

 

静岡県言語聴覚士会 細則 

1. 会費に関する項 

入会金 2000 円 年会費 3000 円 

2. 議決に関する項 

県士会総会においては、出席者が定足数に満たない場合、仮議決を行い会員に通知し、1 カ月以内に

会員の 6 分の 1 以上からの反対がないときは、議決は成立する。 

 

（2002 年 6 月 30 日改定） 

（2015 年 6 月 14 日改定） 

（2016 年 6 月 26 日改定） 



5 

 

臨床指導に関する規程 

 

当会会員および下記に規定する教育現場の要請により、当会が指定した臨床指導者を規定

に基づき派遣し、臨床現場で臨床指導を実施することができる。 

 

＜要請者について＞ 

● 当会会員で年会費を収めるもの  

● 小学校および中学校教員、特別支援教育（言葉の教室、情緒学級、知的学級、特別支援

学校）関係者 

 

＜臨床指導者について＞ 

● 当会名誉会員 

● 要請者の要望に応じられる当会会員 

 

＜指導内容＞ 

● 失語症患者の臨床指導 

● 摂食嚥下障害患者（小児、成人）の臨床指導 

● 構音障害（口蓋裂言語、機能性構音障害、運動障害性構音障害など）の臨床指導 

● 小児の知的・発達障害に関する臨床指導（知的障害、自閉症、学習障害、発達性読み書

き障害、など） 

● その他 聴覚言語障害に関するもの 

★ 特殊な技法等で履修カリキュラムが定められている分野の指導要請には応じられ

ない 

 

＜要請方法＞ 

● 別に定める申込書（書式 A）に記入し、静岡県言語聴覚士会事務局へ直接申し込む 

● 事務局は臨床指導者に対して派遣要請があったことを伝え、臨床指導者は対応を検討す

る 

● 対応可能と判断されれば、以後は要請者と臨床指導者が直接連絡を取り合って、詳細を

決定する 

● 要請者は、必ず所属する組織の長の許可を得ることが必要である 

● 要請者は、指導を必要とする患者家族の了解を得ることが必要である 

 

＜事後報告＞ 

● 本制度を利用して臨床指導を受けた場合には、別に定める報告書（書式 B）により、報

告することが必要である 

 

＜継続的指導の要請について＞ 

● 本規定は原則として単発的な要請を想定しており、以後の継続的な指導には本規定を適

用しない。 

● 継続指導については、要請者と臨床指導者との協議に基づいて独自に行われることとす
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る。 

● 継続指導の過程で生じた瑕疵について、当会は責任を負わない 

 

＜交通費について＞ 

● 要請者が当会会員である場合は、交通費は当会が支払う 

● 臨床指導者は領収書を添えて、県士会事務局に交通費を請求する 

● 要請者が当会会員外である場合は、交通費は要請者が支払う 

 

＜謝金について＞ 

● 要請者が当会会員である場合は、謝金は支払われない 

● 要請者が当会会員外である場合は、１時間当たり 3000 円の謝金を要請者が支払う 

 

本規定は平成２８年６月の第１７回定期総会から発足する 

必要に応じて、規程内容は見直しを行う 
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役員選挙規定 

（趣旨） 

第一条 この規定は、規約１１条に基づき、選挙を円滑に行うために定めるものとする。 

 

（選挙係） 

第二条 選挙をおこなうため、選挙係を置き、運営委員及び監事の選挙を管理・運営する。 

 

（選挙係、補佐の選出） 

第三条  

選挙係は会長の指名により１名選出される。係は選挙に関わる仕事を補佐する選挙係補佐

を１名指名できる。選挙係及び係補佐は当該選挙の立候補はできない。 

  

第四条 選挙係は次の業務を行う。  

 １ 選挙告示 

 ２ 立候補届の受理、立候補者の公示 

 ３ 投票及び開票の管理、投票の有効と無効の判定 

 ４ 当選の確認、候補者への通知及び会員への周知 

 ５ 役員当選者の招集及び運営委員、総会への報告 

 ６ その他 選挙に必要な事項 

 

（選挙権、被選挙権） 

第五条 選挙権・被選挙権は会員が有する。 

 

第六条 選挙係は選挙人名簿を備えなければならない。 

 

第七条 選挙人名簿は、その年に編集された県士会名簿とする。 

 

（立候補） 

第八条 

運営委員、監事になろうとする者は、立候補受付期間内に選挙係に届け出るものとする。 

（締切日の当日消印は有効） ただし重複立候補はできない。また選挙係が立候補した場

合は係を辞退し、会長は新しい選挙係を指名する。 

 

第九条 立候補が定員に満たない場合は、運営委員会が候補者を推薦することができる。 

 

第十条 

 選挙の告示は、次の事項を明示して投票期間締切日の６０日以前に行わなければならな 

い。 

 １ 立候補受付期間（１４日間） 

 ２ 投票期間（７日間） 

 ３ 開票日（投票期間締切日から２０日以内） 
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 ４ その他 必要事項 

 

第十一条  

選挙は、次の総会開催日の１ヶ月前までに完了しなければならない。 

 

第十二条  

選挙公報は、次の事項を明示して投票日の１４日以上前に出さなければならない。 

 １ 候補者の氏名、略歴 

 ２ その他 必要事項（選挙方法等） 

 

（投票） 

第十三条  

投票は無記名として選挙係が定める役員の種類毎の用紙を用い、郵便投票とする。締切日

の当日消印は有効とする。  

 

第十四条  

運営委員の投票は、３名以内の連記とする。監事の投票は、単記投票とする。 

 

（開票） 

第十五条  

開票に際しては立会人を２名置かなければならない。立会人は運営委員が選出する。 

 

（当選） 

第十六条  

当選者は有効投票の最多数を得た者から順次定める。最終当選者の得票が同数の場合は選

挙係が用意した抽選用紙を会長が引き当選者を決める。 

 

第十七条  立候補者が定員に達し、かつ定員を超えないときには、無投票当選とする。 

 

（補欠選挙） 

第十八条  

役員に欠員が生じた場合は、次点者をもって補う。次点者がない場合は補欠選挙によって

これを補うことができる。 

 

（当選者の招集） 

第十九条  

選挙係は次期総会までに運営委員当選者を招集する。運営委員当選者は次期総会までに会

長１名  

副会長１名を互選する。 

 

第二十条  

この細則は、運営委員会の議決、総会の承認を得て変更することができる。 
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旅 費 規 程 

 

 

１条 

 この規程は、会員が会の運営に必要な旅行を行なった場合の旅費に関して定める。 

 

２条 

 会員が、会長の文書または口頭の命令で会の活動に必要な旅行を行なった場合、旅費を支給する。 

 

３条 

 旅費の内訳は交通費及び宿泊費とする。 

 

４条 交通費 

交通費は次の規定に従う。自宅から目的地までの 

① 公共交通機関運賃（バス 鉄道料金） 

② ①のうち新幹線料金については、合理的な理由で 2 区間以上利用する場合に支払い対象と

する。1 区間の場合は、在来線運賃とする。 

③ 自家用車の場合は 15 円／1km とする。また、高速料金は新幹線 2 区間条件を鑑みて、

3 区間以上を支払い対象とする。駐車料金も支払い対象とする。 

④合理的な理由がある場合、タクシーの利用も認める。 

  

５条 宿泊費 

 目的の会議・研修等に参加するために合理的な理由で前泊が必要な場合、一泊あたり五千円を上

限に支給する。 

ただし、東京・大阪区内については 8 千円を上限に支給する。 

 

６条 

 当該会員が職場等他機関から交通費を受け取る場合は、当会からの交通費は支給されない。 

 

７条 

 当該会員は、かかった交通費、宿泊費を速やかに領収書と共に会計担当者に報告し、会計担当者

が精算する。 
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講師料・謝金規程  

 

１ 当会の研修会等において、外部講師には原則的に講師料と交通費を支払う。外部講師とは、非

会員とする。ただし、ブロック活動において、他ブロックから会員を講師として招く場合には、交

通費を支払う事とする。 

 

２ 外部講師料は、原則的に 2 時間以上の講義に対し 5 万円とする。 

 

３ 交通費は、講師宅から研修会場までの実質運賃（普通料金+特急料金）の往復分とする。自家

用車を希望する講師に対しては、公共交通機関の実質運賃に基づいた交通費を支払う事とする。 

 

４ 当会会員が講師の場合は 2 時間以上の講義に対し 3 万円とする。 

 

５ 当会会員が県士会総会時の研修で講師を務める場合には交通費を支払わない。 

 

６ 当会主催の研修会において、シンポジウム形式で発表した者(シンポジスト)には謝礼を支払う。 

 

７ シンポジウム形式の発表者(シンポジスト)への謝礼は 7 千円とする。 

 

８ 当会主催の外部者への講義（会話パートナー講座 家族向け講座等） の講師には講師料を支

払う。講師料は 30 分を超える講義に対し 3000 円とする。 

 

９ 当会活動に関するものの内、講師以外のスタッフとして一般会員が参加した場合には、 

１時間～３時間未満： 1000円の支給 

３時間以上～１日： 2000円の支給 

とする。尚、役員については支給の対象とはしない。 

役員とは、会員必携に掲載された者を言う。 

 

１０ 講師料 交通費 謝礼ともに 他の基金等から支払われる場合は、当会からは支払われない。 

 

お見舞い規程  

 

 静岡県言語聴覚士会の会員が死亡した場合 お見舞い金として１万円を贈る。 
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個人 ST広報活動に関する規約 

 

病院や施設など組織に属せずに活動する ST(個人 ST)に対してその活動を支援するために、以下

の規約に従って当会ホームページ上に個人 ST の広報を行う。 

 

(会員) 

① 当活動を希望する者は、静岡県言語聴覚士会が指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、

登録を申し込む。 

② 当活動を希望する者は、静岡県言語聴覚士会会員・日本言語聴覚士会会員であり、日本言語聴

覚士会の損害賠償保険制度への加入がなされていること。 

(活動) 

③ 当会ホームページ上での広報は、言語聴覚士としての業務に関することのみとする。 

④ 当活動を希望する者と静岡県言語聴覚士会との間に業務上の上下関係・指示関係はないものと

する。 

⑤ 当会は、個人 ST とその対象者との間で生じたトラブルについて、一切責任を負わないものと

する。 

(業務内容) 

⑥ 当活動を希望する者が嚥下障害・人工内耳等に関わる業務に携わる時は、必ず主治医の指示を

仰ぐものとする。 

⑦ 個人 ST の利用料金は適正に設定することとし、1 万円/時間以上など法外な料金設定がなされ

ている場合については当会は広報活動等の支援を行わない。 

(登録の取り消し) 

⑧ 度重なる苦情や一般的に適正と認められる範囲を逸脱するようなトラブルの発生などが確認さ

れた場合には、当会の裁量において広報活動等の支援を停止する。 

(登録内容の変更・取消) 

⑨ 広報内容に変更があった場合や登録を取り消す場合は、速やかに当会に申し出ることとする。 

 

以上、「静岡県言語聴覚士会 個人 ST 広報活動に関する規約書」を読み、内容に関して承諾致し

ます。 

承諾日  平成  年  月  日   氏名          印  

 

《個人 ST広報活動の流れ》 

 
HP上より申し込み用紙ダウンロード 

規約書・申込書記載 

地域リハビリテーション作業部会 

個人 ST広報活動係 

調査・広報委員会  

ホームページ維持管理 

＊ 規約書・申込書確認 

＊ 規約書保存 

郵
送 

申 込 書

FAX 

HP掲載 


