
〔選挙に関わる理事会報告〕

理事会は、実質的な役員選出のための「申し合わせ事項」の作成について、本学会役員選出細則(平成8年11月

24日制定)及びその提案趣旨に従い、以下の項目について審議、承認しましたのでお知らせいたします。

(1) 細則第 6条第 1項第 2号のうち改選前理事10名の選出方法(互選)について

(2) 細則第 6条第 4項の新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会での理事長の選出方法(互選)に

ついて

(3) 細則第 6条第 l項第 l号による会長、副会長、監事の選挙後の初めての理事会での選出方法について

※添付資料は次の(1)~(6)

[資料(1)]現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ

[資料(2)]新役員に選出された理事 (25名)による理事長の選出に関する申し合わせ

[資料(3)]会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ

i資料-(4)]日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則 提案趣旨

[資料(5)]日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則

[資料(6)] 日本レジャー・レクリエーション学会役員選出方法及びプロセス(図説)

(1) 細則第6条第 1項第2号のうち改選前理事10名の選出方法についての検討

日本レジャー・レクリエーション学会
現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ………【資料(1)】

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細則第6条第 1項第2号の規定により現行理事会から選出される理事(以下「改選前

理事」という。)の選出にあたり、この申し合わせを定める。

(選出の時期)

第2条 改選前理事の選出は、役員改選前年度の最初に開催される理事会以前とする。

(選出の形態)

第3条 改選前理事の選出の形態は、現行理事による直接選挙とする。

(選出の方法)

第4条 改選前理事の選出の方法は、現行理事による順位標記の10名連記で、郵送による直接無記名投票による。

(投票の有効性)

第5条穣投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定用紙以外のもの
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(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第6条 改選前理事の当選の決定は、改選前理事選出理事会(役員改選前年度の最初に開催される理事会)におい

て郵便投票を開票し決定する O

2 改選前理事(10名)の決定は、有効投票の最多得票者から10名とする。ただし同点者がある場合は、順位

標記による総得点の最得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。理事就

任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点の算定による。

順位ごとの得票数によっても同点のときは、役員改選前年度の最初に開催される理事会において、出席

者の投票により決定する。

3 順位標記による得点の算定は、高順位 l位を10点とし順次下位を減数し10位を 1点として積算する O

(選挙管理)

第7条選挙管理事務は、事務局が行う。

付則

(施行期日)

1 .この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2.この申し合わせは、平成 9年 5月26日から施行する。

3.第2条の規定に関わらず、平成10年度の役員改選に伴う改選前理事の選出の時期は、役員改選前年度の最初

に開催される理事会以前でなくてもよいものとする。

(2) 細買IJ第 6条第4項の新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会での理事長の選出方法(互選)に

ついての検討

日本レジャー・レクリエーション学会

新役員に選出された理事 (25名)による理事長の選出に関する申し合わせ …【資料(2)】

(趣旨)

第 1条 本学会の役員選出細則第6条第 4項の規定により選出される理事長の選出にあたり、この申し合わせを

定める。

(選出の時期)

第2条 理事長の選出は、現行会長により招集される役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」と

いう。)において互選する。

2 理事長が選出されるまでは、新理事会の議長は現行会長が暫定議長となる。

(選出の方法)

第3条 理事長の選出の方法は、現行会長及び会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ第 2条により構成さ

れている候補者選定委員会の意見を聴収し審議・決定する。
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付則

(施行期日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成 9年5月26日から施行する。

(3) 細則第 6条第 1項第 1号による会長、副会長、監事の選挙後の初めての理事会での選出方法についての検討

会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ………【資料(3)】

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細則第6条第 l項第 l号の規定により選出される会長、副会長、監事の選出にあたり、

この申し合わせを定める。

(候補者の選定)

第2条 会長、副会長、監事の候補者の選定は、役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」という。)

以前に、現行の会長、副会長、理事長、及び常任理事会で選任された常任理事若干名を含む7名により候

補者選定委員会(以下「委員会」という。)を構成し、それぞれ複数の候補者を選定する O

2 委員会は現行会長が招集し、委員長は初回の委員会において互選とし、委員長が議長となり以後の委員

会を必要に応じ招集する。

(候補者の推薦)

第3条 会長、副会長、監事の候補者の推薦は、委員会が新理事会に推薦する。

(選出の形態)

第4条 会長、副会長、監事の選出の形態は、委員会の報告に基づき新理事会により審議・決定する。

(選出の方法)

第5条 会長、副会長、監事の選出の方法は、最初の新理事会において新理事による単記の直接無記名投票による。

2 新理事が最初の新理事会に欠席する場合は、前項の投票は郵便による投票ができる。

(当選の決定)

第6条 会長、副会長、監事の当選の決定は、それぞれ有効投票の最多得票者からとする。ただし同点の場合は、

委員会の推薦により決定する O

付則

(施行期日)

1 この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する O

2.この申し合わせは、平成 9年 5月26日から施行する。
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第26回学会大会時の総会に提案承認され、平成8年11月24日付で制定されている

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則提案趣旨…【資料(4)】

大趣旨

“学会の活性化"と“学会の継続性"とのバランスから、次の項目について配慮した.

1)理事役員の半舷上陸という観点から、理事総数の半数にあたる15名を正会員による直接選挙(順位標記

の5名連記による無記名投票)とした

2 )改選前理事10名を、現行理事会での互選とした

3 )学会運営の強化を計るために、理事長推薦理事5名以内をもうけた

4 )会長、副会長、監事は、選挙後初めての理事会で選出することとした

5 )会長、副会長は理事以外からの選出ができることとした

6 )理事長は、新役員に選出された理事 (25名)により、選挙後初めての理事会で互選により選出するこ

ととした

7)被選挙権及び理事就任については、辞退を認めた

8 )役員の欠員に対し、補充選挙は行わないこととした

(会長については本則に従い、理事については補充選挙は行わない)

9 )選挙管理委員会を設置し、その委員会(5名)の推薦を理事会とした

10)会則の改正(第10条)を必要とすることとなった

11)学会の活性化の側面的効果として、選挙権(人)及び被選挙権(人)の確認事項により、正会員に手続

きの明確化をはかった(会費等手続き期日の指定)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則…...・H ・..……【資キ4(5)]

(趣旨)

第 1条 この細則は、会則第12条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の時期)

第2条 すべて役員の選出は、その任期の前年のうちに行わなければならない。

(選出の種別と人数)

第3条 この細則により選出される役員の種別と人数は、会則第10条の規定により次のとおりとする。

(1)会長 l名

(2) 副会長 若干名

(3) 理 事 25名以上30名以内

(4) 監事 2名

(資格の制限)

第4条 選挙権、被選挙権は、選挙実施前年の12月31日までに正会員としての資格を有し選挙実施年の 6月30日現

在、当該年度の会費を収めている正会員とする。ただし 6月30日以降に正会員の資格を失った者を除く。

2 被選挙権の辞退は認めるが、あらかじめ選挙管理委員会に文書で選挙公示後10日以内に届け出るものと
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する。

(選出の形態)

第5条 会長、副会長、監事、現行理事会から選出される理事(以下「改選前理事」という 0)及び理事長推薦理

事を除く役員は、正会員の直接選挙により選出する。

(選出の方法)

第6条 役員の選出方法は、次のとおりとする O

(1) 会長、副会長、監事は、初めての理事会において選出する。

(2) 理事のうち、新理事15名を正会員による順位標記の 5名連記で、郵送による直接無記名投票とし、改

選前理事10名を現行理事会での互選とし、新理事長による推薦理事 5名以内を新理事長の任命によっ

て選出する。

2 会長、副会長は、理事以外からの選出ができる。ただし理事以外から選出された会長、副会長は、就任と

同時に速やかに会則第10条の規定により理事となる o

3 改選前理事は、新理事の選挙の前に選出し公表する O 改選前理事に選出きれない現行理事も細則第 4条

の規定を満たす限り新理事としての被選挙権を有する。

4 理事長は、新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会での互選による。

(投票の有効性)

第7条投票のうち次のものは、無効とする。

(1)規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第8条 選挙による新理事(15名)の決定は、有効投票の最多得票者から15名とする。ただし向点者がある場合は、

順位標記による総得点の高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。理

事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点の算定に

よる。順位ごとの得票数によっても同点のときは選挙管理委員会で推薦決定する。

2 順位標記による得点の算定は、高順位 lf立を 5点とし順次下位を減数し 5位を 1点として積算する。

(辞退の届出)

第9条 選挙により選出された新理事が、その就任を辞退しようとする時は、通知が到着した日から 5日以内に

正当な理由を示して選挙管理委員長に届け出なければならない。

(補充選挙)

第10条 任期途中において役員に欠員が生じても、補充選挙は行わない。

(選挙管理委員会)

第11条 役員(会長、副会長、監事、改選前理事、理事長推薦理事を除く)の選挙を実施するため、選挙管理委員

会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、 5名をもって構成する。
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3 委員の選出は、理事会の推薦による O

4 委員の任期は、役員選挙年度の 5月 1日から翌々年の 4月30日までの 2年間とする。

5 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から互選する o 委員長は、この細則にしたがって選挙を執行

する責任と権限を持つものとする o

6 委員会は、投票の期日、方法等を選挙の 1カ月以前に、公示しなければならない。

7 委員会は、順位区分(1位~5 位)を明らかにした氏名記入用投票用紙を作成する。

8 委員会は、被選挙人名簿及び投票用紙を、選挙の14日以前に正会員届け出住所に送付しなければならない。

9 委員会は、得票数が決定したとき得票数順に上位30位までの一覧表を作成し確認印を押し、その結果を公

示すると共に、理事会に報告する。

(細則の改廃)

第四条 この細則の改廃は、理事会の過半数の賛成を得て総会の議決による。

2 この細則の変更は、会則の変更に準ずるものとする O

付則

l この細則は、平成10年度の役員改選から適用する。

2 この細則は、平成8年11月24日から施行し、従来の役員選出内規及び申し合わせ事項は廃止する。

日本レジャー・レクリエーション学会
役員選出方法及びプロセス(図説)...・ H ・..…………………………【資料(6)】

新役員

役員の種別
理 事

(25名以上30名以内)

呈
② ① ⑤ 

選出母体及び

選出方法

新理事会
1 5名

正会員によ

る直接選挙

1 0名

現行理事に

よる互選

3~5 名

新理事長に

よる推薦理

事の任命
理事25名による推薦

4 

理事25名による互選

〔注〕図説中の①~⑤の数字は、新役員の選出される順序を示す。
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