
ＮＡＩＳ規約 

情報システム学会日本支部 

     

                     第１条 

                    目的と活動 

第１項 名称 

この組織の名称は情報システム学会日本支部（Japan (Nippon) Association for Information 

Systems）といい，略称は NAISである。この文書では以後「支部」(the Chapter)とする。 

 

第２項 目的 

NAISは情報システム学会（the Association for Information Systems (AIS)）の支部であ

り，情報システム学会の日本における会員に奉仕する。支部の目的は日本において情報シ

ステムと技術に携わる学者と専門職業人の間のアイディア，経験，知識の交流を促進する

ことである。 

 

第３項 活動 

支部の多様な活動は，私的また公的機関における，情報システムに関する教育，デザイン，

実行，運用に責任を持つ学者と専門職業人の間の専門的なコミュニケーションの交流を促

進することである。支部の活動は以下のことを含む。 

・情報システムのすべての側面に携わる人々のための，地域的なフォーラム（議論の場）

を提供する。 

・情報システムの運営にかかわる，会員である相手方とのアイディアの交換の機会を提供

する。 

・会員のために，地域的なプログラムや会議を主催する。 

・日本の情報システムコミュニティにおいて，情報システムにかかわる問題及び機会の批

判的な検証を行う手段を提供する。 

 

 

                     第 2条 

                      会員 

 

第 1項 会員の種別 

NAISは AISの付属定款第 3条に含まれるすべての会員種別を提供する。NAISのすべての

会員は，AISの適切な会費を払った上で，AISの会員となる。 

 

第 2項 支部の会費 



当面，会費は不要とする。ただし，必要と認められた場合，NAIS 理事会は会費その他の

費用の徴収を決定することができるものとする。 

 

第 3項 会員の権利 

会費を支払った会員は，すべての NAISおよび AISの活動に参加し，投票する権利を有し，

また支部の役員に就任する資格を有する。 

 

第 4項 会員権の終了 

辞任 支部の会員はいつでも，辞任状を理事会に提出する，支部を彼ないし彼女の会員権

のポータルリストから削除する，あるいは AIS の会費を期限から 2 か月以内に払わない，

という手段によって，会員権を終了させることができる。 

 

除名 会員は，支部の総会において，出席定数を満たす出席者がおり，出席者の 3 分の 2

以上が，その会員に支部に損害を与える言動があったと認めれば，除名される。ただし，

除名を決議する前に，その会員はまず除名の提案について理由を説明した文書による通知

書を与えられ，総会の出席者に対して，除名の提案に反論する機会を与えられなければな

らない。 

 

 

                    第 3条 

                   会員の会合 

 

第 1項 年次総会 

年次総会は，役員（任期により必要な場合）を定め，必要な業務を実施するために開かれ

る。時間，場所その他の詳細は NAISの理事会によって決定され，会員に通知される。 

 

第 2項 会合の通知 

会合の場所，時間，日付，そして会合の継続時間を記した文書の，ないしそれ以外の形式

の通知が，会合の少なくとも 2 週間前までに会員に対してなされなければならない。電子

メールの場合は，支部の記録に記されている各会員のアドレスに送付しなければならない。

AIS の事務局長に対しても，すべての支部の会合について，上記の期限内に通知をしなけ

ればならない。 

 

第 3項 定足数 

年次総会と通常の総会に関して事前の通知がなされていることを条件として，支部に所属

する NAIS の会員のうち 25%の出席を定足数とする。定足数が満たされない場合は，定足



数が満たされるまで休会とする。定足数は，支部の他の会合やイベントには必要とされな

い。 

 

第 4項 投票 

会費を支払った支部の会員は，支部にかかわる事項について１票の権利を持つ。決定は，

参加者のうち投票権を持つ者の過半数によってなされる。通常の業務については，役員会

の選択により，電子メールを含むいかなる手段によっても投票を行うことができる。役員

の選挙に関しては，選挙委員会の選択により，電子メールを含むいかなる方法によっても

投票を行うことができる。役員の選挙並びに通常業務のどちらについても，投票権のある

会員は欠席，または代理投票が可能である。 

 

 

                    第 4条 

                    役員会 

 

第 1項 役員会のメンバー 

役員会は，支部の役員，直近の前会長，そして理事（第 5 条第 2 項参照）によって構成さ

れる。会長は役員会の議長を務める。直近の前会長がいない場合は，会員は無任所理事を

一名選任して役員会の投票メンバーとする。 

 

第 2項 役員会の義務 

役員会は支部の管理機構である。役員会は支部の財産，業務，実務を管理する。役員会は

支部の権限を，日本法とこれらの規約に従って行使する。役員会は支部の権限の増進のた

めに，しかし権限の限界に縛られることなく，AIS の審査に従い，以下の事柄に権限を行

使する 

・対内的ないし対外的なすべての事柄において，支部の会員を代表する 

・支部のポリシーと実務の慣例を確立する 

・すべての支部の活動において，幅広く裁量を認証する。 

 

第 3項 役員会の会合 

役員会は最低年 1 回，会合を持たねばならない。追加の会合は議長または最低 3 名の役員

会メンバーによって招集することができる。会合は，議長が設定した時間，場所及び方法

により開かれる。会合の通知は文書または口頭で少なくとも 2 週間前までになされなけれ

ばならない。会合は対面に加え，他の手段を用いることもできる。 

 

 



第 4項 定足数 

役員会の過半数の出席が，役員会のいかなる会合で行われる業務においても定足数として

必要である。 

 

第 5項 投票 

決定は，参加及び投票の過半数による。賛否同数の場合は議長が投票することができる。 

 

第 6項 議事進行 

議事進行においては，他に特定しない限り，Robert’s Rules of Orderによる。 

 

 

                    第 5条 

                役員と役員会のメンバー 

 

第 1項 役員 

支部の役員は，会長，会長選任者，事務局長，及び会計で構成される。一人が複数の役を

兼任することはできない。支部の役員は，NAIS 及び AIS の，会費を払っている会員でな

ければならない。各役職の任期は，役員会で特に定めない限り 2年とする。しかしながら，

2 年を超える延長も，年次総会の出席者の過半数により認められる。（注記：理想的には，

事務局長と会計の 2年の任期は，役員会の継続性を強化するために，ずらすべきである。 

 

第 2項 理事 

支部の無任所理事（例：行事担当理事，出版担当理事など）が支部の会員により，必要，

または望ましいと見なされる時には，このような追加的な理事のポストが，年次会合によ

り作られる。理事は年次会合の日に 2年の任期に選ばれて就任し，2年後に後継者に交替す

る。 

 

第 3項 候補選定 

直近の前会長がメンバーを選び，議長を務める候補選定・選挙委員会は，理事会のメンバ

ーである各役員・理事のポストに最低 1人以上の候補を探し，年次選挙の少なくとも 30日

以上前に，ノミネートしなければならない。投票権のあるメンバーは誰でも，候補者の名

前を，本人の事前の同意を得て，年次選挙の 30日以上前に選挙委員会に送ることによって，

ノミネートすることができる。 

 

第 4項 選挙 

支部における役員会の役員と無任所理事（ポストがある場合）の年次選挙は，候補選定・



選挙委員会の定める方法により，年次総会において行われる。各投票者は，第 3 条第 4 項

で定めたように，各 1 票を持つ。投票は選挙委員会が適切と見なす方法で行われる。投じ

られた票のうち最多の票を獲得した候補者がその役職に選ばれる。 

 

第 5項 解任 

役員または役員会メンバーは，支部の年次総会または通常会合における，投票権のある参

加者の過半数の票によって解任することができる。または支部の会員の２５％の郵便また

は電子メールによる投票によっても解任することができる。解任投票は，役員会によって

推薦され，日程を定めたものでなければならない。役員または役員会メンバーの解任投票

が行われるという通知は，投票の少なくとも 2週間以上前に行われなくてはならない。 

 

第 6項 辞任 

いかなる役員または役員会メンバーも，文書（電子メールを含む）を支部の支部長または

書記に送ることによっていつでも辞任することができる。このような辞任は，文書に特定

された日時に有効となり，他に定めのない限り，改めて受理される必要はない。会長は，

文書（電子メールを含む）を AISの分科会・支部担当副会長と AISの事務局長に送ること

により，いつでも辞任できる。 

 

第 7項 空席 

会長選任者以外の役職で，選挙された役職に何らかの理由で空席が生じた場合は，会長が

役員会の過半数の了承を得て，役職者を任命することができる。会長または会長選任者が

空席になった場合は，NAIS 会員による定例または臨時の選挙を実施しなければならない。

このような臨時の任命は，次回の年次総会まで継続する。空席が２年の任期の一年目に起

きた場合は，次の年次総会で選ばれた人物は 1 年だけの任期を務め，それまでの任期のパ

ターンを維持する。 

 

第 8項 会長の職務 

会長は支部の最高執行権者（ＣＥＯ）である。会長は会長の職務にかかわるすべてと，役

員会により課せられた職務を行う。会長の主な職務は 

・支部のメンバーによるすべての会合を取り仕切る。 

・すべての役員会を招集し議長を務める。 

・役員会の協力のもと，すべての委員会とその議長を定める。 

・支部のすべての役員を監督し，彼らの職務が適切に果たされていることを確認する。 

・寄付，贈り物，機器，遺産贈与を受理する。 

・支部の活動を調整し，外部の組織・団体と必要な業務を行う。 

・役員会のすべての指令と決定が効力を発揮するよう確認する。 



・年次総会に前年の支部における年次活動報告書を提出する。 

・AISに要求された書類，連絡等をタイムリーに行うよう確認する。 

 

第 9項 事務局長の職務 

事務局長は支部の最高実務執行者であり，事務局長の職務にかかわるすべてと，会長ない

し役員会によって課せられた職務を行う。事務局長の主な職務は 

・年次総会および支部の他の会議の議事を記録する。 

・役員会に出席し，議事などすべての活動を記録し，役員会の事務的な仕事を担当する。 

・年次活動報告（および他の報告）を AIS の分科会・支部担当副会長に，求めに応じて提

出する。 

・支部の会員及び役員会のメンバーに会合について通知する。 

・その時々に会長によって課せられた他の職務を遂行する。 

 

第 10項 会計の職務 

会計は当該支部の最高財務責任者であり，会計の職務にかかわるすべてと，会長ないし役

員会によって課せられた職務を行う。会計の主な職務は 

・支部の財務記録を管理し，年次財務報告書を作成する。 

・すべての会員申込みを調査し，会員名簿を管理する。 

・AISの分科会・支部担当副会長に，年次財務報告書を提出する。 

 

第 11項 直近の前会長の職務 

支部の直近の前会長は役員会の投票メンバーであり，候補選定・選挙委員会の議長として

役割を果たす。直近の前会長は会長の求めに応じて補佐し，会長が不在の時に年次または

臨時の会合の議長を務める。 

 

第 12項 会長選定者の職務 

会長選定者は会長の総括的な補佐を務め，会長の任期の終わりにおいて，役職を引き継ぐ。 

 

第 13項 理事の職務 

無任所理事の職務は役員会によって定められる。 

 

 

                   第 6条 

                   委員会 

 

第 1項 特別委員会 



会長は，役員会の同意のもとに，特別委員会を設立，任命する。特別委員会は役員会の権

限を持たず，支部の実務において，会長と役員会を補佐する。 

 

第 2項 候補選定・選挙委員会 

役員と理事の年次選挙の少なくとも 40日以上前に，直近の前会長は，役員会の同意を得て，

自分が議長を務める候補選定・選挙委員会に最低 2 人の追加メンバーを任命する。この委

員会は支部の投票権のある会員で構成する。この委員会は支部の事務所のための候補者の

一覧表を用意し，支部の役員と理事の選挙を，上記に示した過程と手続きに従って実行す

る。 

 

 

                    第 7条 

                    財務 

 

第 1項 会計年度 

支部の会計年度は AISの会計年度と一致する。 

 

第 2項 財務口座 

会計は当該支部の財務資産のための銀行口座を開設し，維持する。会長と会計だけがこれ

らの銀行口座に預金と引き出しができる。 

 

第 3項 資産 

NAISはNAISの目的の追求のため，必要または望ましいと思われる財務またはそれ以外の

資産を購入，所有または処分することができる。 

 

第 4項 負債 

支部は AIS の事務局長の文書による同意なしに，AIS に何らかの義務または負債の生じる

契約，合意に入り，または何らかの法的行為を取ることはできない。 

 

第 5項 財務報告 

会計は役員会に支部の財務状況に関する文書による報告を提出する。報告は支部のいかな

るメンバーも，要求によって内容を確認することができる。報告は毎年 AIS の分科会・支

部担当の副会長を通じ，AIS にも提出する。役員会によって任命される独立した代理人が

会計の帳簿を毎年会計年度末に監査する。 

 

第 6項 資金の預金 



支部のすべての資金は支部の会計により，支部の名前で作った正規の銀行口座に速やかに

預金すること。支部が得た資金は明確に名義付けし，支部の口座に預金しなければならな

い。支部の資金は，AIS によって預金され管理されることがあるが，それ以外のいかなる

法的主体の資金と混用されてはならない。 

 

第 7項 資金の支払い 

支部の支払い小切手はすべて会計または会長，または AIS の事務局長（または事務局長に

よって指名された者）がサインしなければならない。 

 

第 8項 解散 

NAISの解散に先だち，支部の資産の配分を管理する代理人を指名するための特別会議を招

集する。NAIS の債務をすべて支払い，または引き当てを行った後，残った資産は AIS に

付託される。 

 

 

                  第 8条 

                  修正 

 

第 1項 修正 

この規約の修正は，定例会において修正の提案が読まれてから一か月以上後，あるいは修

正の提案に関する文書の通知（電子メールも可）が会員に送られてから一週間以上後の定

例会議において，出席者の 3分の 2以上の賛成で可決される。 

 

第 2項 批准 

これらの規約及びそれへの修正・追加は，AISによって批准されない限り無効である。 

 

これらの規約は＿2012＿年＿10＿月＿24＿日，可決・承認された。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿           ＿＿＿長谷川 明＿＿＿＿＿＿＿ 

（支部事務局長のサイン）          （支部事務局長の楷書による記名） 

 

 

 

 


