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事務局組織及び事務処理規程 
 
 
	 公益財団法人日本知的障害者福祉協会の事務局組織及び事務処理規程を次のように定

める。  

 
第１章	 組織及び職制  

 
（組	 織）  
第１条	 事務局に総務課、政策企画課及び事業課の３課を置く。  
	 	 ２	 前項の３課に係を置く。  
（事務局職員）  
第２条	 事務局に事務局長、課長、係長及び係員を置く。  
	 	 ２	 前項に定める職員のほか、必要に応じ事務局次長及び課長代理を置くことがで

きる。  
（事務局長）  
第３条	 事務局長は会長の命を受け、協会業務の執行を補佐するとともに、協会事務を

管理する。  
（職員の業務）  
第４条	 次の各号に掲げる職員はその事務の処理にあたる。  
	 	 	  (1)  事務局長	 	 職員を指揮監督し、協会事務の執行にあたる。  
	 	 	  (2)  事務局次長	 事務局長を助け事務の処理にあたる。  
	 	 	  (3)  課	 	 長	 	 別表に定める事務分掌（以下、事務分掌という）に定める課

の事務をつかさどる。  
	 	 	  (4)  課長代理	 	 課長が不在のとき、事務分掌に定める課の事務をつかさどる。  
	 	 	  (5)  係	 	 長	 	 上司の命を受け事務分掌により係の事務を処理する。  
	 	 	  (6)  係	 	 員	 	 上司の命を受け係の業務に従事する。  
（特別な職員）  
第５条	 第２条に規定する職員のほか次に掲げる職員を置くことができる。  
	 	 	 	 	 参与	 	 嘱託	 	 臨時職員  
（特別な職員の業務）  
第６条	 前条に規定する職員の業務は次に掲げる業務の処理にあたる。  
	 	 	  (1)  参	 	 与	 知識経験に基づく広い視野から意見を述べ専門的事項の処理に

あたる。  
	 	 	  (2)  嘱	 	 託	 委嘱を受けた業務に従事する。  
	 	 	  (3)  臨時職員	 命ぜられた事務に従事する。  
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第２章	 会長の決裁事項  

 
（会長の決裁事項）  
第７条	 次に掲げる事項については会長の決裁を受けなければならない。  
	 	 	  (1)  理事会で決定した事業で特に重要と認められるものの執行に関する事項  
	 	 	  (2)  理事会並びに評議員会に提出する事項  
	 	 	  (3)  定款、及び定款細則の改正及び廃止に関する事項  
	 	 	  (4)  就業規則、給与規程等諸規程の判定、改正及び廃止に関する事項  
	 	 	  (5)  会長表彰ならびにこれらに準ずるものに関する事項  
	 	 	  (6)  会長が行う職員等の任命、解任、雇用、解雇、休職及び判裁に関する事項  
	 	 	  (7)  会長が行う許可、認可、承認、指定、決定、証明、報告、回答、照会等に

関する事項  
	 	 	  (8)  全国的研究大会等の開催に関する事項  
	 	 	  (9)  各種委員会、連絡会等の開催に関する事項  
	 	 	  (10) 協会名義使用の承認に関する事項  
	 	 	  (11) 常任理事の任免、報酬ならびに退職手当に関する事項  
	 	 	  (12) 事務局長の任免及び給与に関する事項  
	 	 	  (13) １件  500万円をこえる収入及び支出に関する事項  
	 	 ２   前項各号に掲げるもののほか、常任理事において会長の決裁を要するものと認

める事項。  
	 	 ３	 第１項のうち次に掲げる事項は理事会の承認を得なければならない。  

(1)  第１項第３号及び、第４号、第11号、第12号に関する事項  
(2)  第１項第13号のうち、500万円を超える固定資産の購入  

 
第３章	 専	 決	 事	 項  

 
（常任理事の専決事項）  
第８条	 前条の規定にかかわらず次に掲げる事項は常任理事が専決することができる。  

(1)   前条第１項第２号及び第７号に関する事項で軽易なもの  
	 	 	  (2)  前条第１項第８号、第10号に関する事項  
	 	 	  (3)  前各号に掲げるもののほか、１件  500万円未満の収入及び支出に関する

事項で定例的なもの  
（事務局長の専決事項）  
第９条	 第７条、第８条の規定にかかわらず次に掲げる事項は事務局長が専決すること

ができる。  
	 	 	  (1)  第７条第１項第６号の職員等（事務局長を除く）に関する事項  
	 	 	  (2)  第７条第１項第７号に関する事項で定例的なもの  
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	 	 	  (3)  第７条第１項第９号に関する事項で定例的なもの  
	 	 	  (4)  前各号に掲げるもののほか、１件  200万円以下の収入及び支出に関する

事項で定例的なもの  
（課長の専決事項）  
第10条	 所管事務に関する事務連絡等に係る事項であって軽易なもの。  

 
第４章	 決裁の順序  

 
（決裁の順序）  
第11条	 会長の決裁を要する事項については常任理事の決裁を得なければならない。  
	 	 ２	 常任理事の決裁を要する事項については事務局長の決裁を得なければならない。

	 	  
３	 事務局長の決裁を要する事項については、当該事務を所管する課長の決裁を得

るとともに、総務課長の決裁を得なければならない。  

 
第５章	 代	 	 	 決  

 
（代	 決）  
第12条	 次の各号の要件に該当する場合には決裁権者があらかじめ指定する者が決裁

の代行（以下、代決という。）をすることができる。  
	 	 	  (1)  決裁権者が出張、休暇その他の事故により不在であること  
	 	 	  (2)  早急に処理しなければならない理由があること  
	 	 ２	 代決をした場合にはその決裁が代決である旨を明らかにしなければならない。  
	 	 ３	 重要な事項について代決をした者は事後すみやかにその旨を決裁権者に報告し

なければならない。  

 
付	 	 	 則  

１	 この規程は、昭和62年５月28日より施行する。  
２	 この規程は、平成12年４月１日より施行する。  
３	 この規程は、平成25年４月１日より施行する。  


