
熊本県水田農業推進協議会規約、規程の改正点について 

改正理由 改正する規約、 

規程等名 

改正内容 

「燃油・肥料高騰緊急対

策」への対応に伴う改

正。 

１．規  約 第３条、４条、２６条、２８条、３１条、３４

条、３５条、附則等 
① 「省エネ・省資源型生産体系への転換促進」

を目的追加。 
② 実施事業・取扱い資金に「燃油・肥料高騰

緊急対策」を追加。 
③ 根拠規定に「燃油・肥料高騰緊急対策」に

係る実施要綱・要領の追加。 
２．事務処理規程 第３条、第４条、附則 

① 「燃油・肥料高騰緊急対策」に係る事務の

明確化。（責任部署：県農林水産部農業技

術課、園芸生産・流通課） 
② 根拠規定に「燃油・肥料高騰緊急対策」に

係る実施要領を追加。 
３．会計処理規程 第２条、第４条、第８条、第３８条、附則 

① 根拠規定に「燃油・肥料高騰緊急対策」に

係る実施要綱・要領及び「農業・食品産業

競争力強化支援事業等補助金交付要綱」を

追加。 
② 「燃油・肥料高騰緊急対策」に係る会計事

務の明確化。（責任部署：営農生活センタ

ー） 
４．文書取扱規程 第５条、第２４条、附則 

① 「燃油・肥料高騰緊急対策」に係る事務の

明確化。（責任部署：県農林水産部農業技

術課、園芸生産・流通課） 
② 根拠規定に「燃油・肥料高騰緊急対策」に

係る実施要領を追加。 
５．公印取扱規程 第１２条、附則 

① 根拠規定に「燃油・肥料高騰緊急対策」に

係る実施要領を追加。 
６．内部監査実施 

規程 
第７条、附則 
① 根拠規定に「燃油・肥料高騰緊急対策」に

係る実施要領を追加。 

 

議案１ 



熊本県水田農業推進協議会規約新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第２条 〔略〕 第１条～第２条 〔略〕

（目的） （目的）
第３条 米の需給調整を円滑に推進しながら、米政策改革の各種対策に取り組むと 第３条 米の需給調整を円滑に推進しながら、米政策改革の各種対策に取り組むと

ともに県産米の需要動向を踏まえ、県内における需給見通し及び市町村別の需 ともに県産米の需要動向を踏まえ、県内における需給見通し及び市町村別の需
要量に関する情報の算定を行うなどにより、生産性の高い本県水田農業の推進 要量に関する情報の算定を行うなどにより、生産性の高い本県水田農業の推進
を図る。 を図る。

また、国の支援等を活用し、省エネルギー・省資源型の農業生産体系への構
造転換の促進を図る。

（事業） （事業）
第４条 県協議会は前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。 第４条 県協議会は前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
（１）熊本県水田農業の展開方向に関すること （１）熊本県水田農業の展開方向に関すること
（２）米政策に係る各種対策に関すること （２）米政策に係る各種対策に関すること

①水田農業構造改革交付金に関すること。 ①水田農業構造改革交付金に関すること。
②耕畜連携水田活用対策に関すること。 ②耕畜連携水田活用対策に関すること。

（３）生産調整に関すること （３）生産調整に関すること
①県産米の需給見通しに関すること。 ①県産米の需給見通しに関すること。
②市町村別の需要量に関する情報の算定等に関すること。 ②市町村別の需要量に関する情報の算定等に関すること。
③生産調整達成に向けた推進及び指導活動に関すること。 ③生産調整達成に向けた推進及び指導活動に関すること。
④豊作時の情報提供に関すること。 ④豊作時の情報提供に関すること。

（４）燃油・肥料高騰緊急対策に関すること。 （４）その他県協議会の目的を達成するために必要なこと
（５）その他県協議会の目的を達成するために必要なこと
２ 県協議会は、前項第４号に関する業務の一部を、市町村、農業協同組合、その

他会長が認める組織に委託して実施することができる。

第５条～第25条 〔略〕 第５条～第25条 〔略〕

第26条 県協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 第26条 県協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
（１）水田農業構造改革交付金の交付金 （１）水田農業構造改革交付金の交付金
（２）耕畜連携水田活用対策の補助金 （２）耕畜連携水田活用対策の補助金
（３）水田農業構造改革対策推進交付金 （３）水田農業構造改革対策推進交付金
（４）燃油・肥料高騰緊急対策の交付金 （４）その他の収入
（５）その他の収入

第27条 〔略〕 第27条 〔略〕

第28条 県協議会の事務に要する経費は、第２６条第２号の耕畜連携水田活用対策 第28条 県協議会の事務に要する経費は、第２６条第２号の耕畜連携水田活用対策
の補助金、同２６条第３号の水田農業構造改革対策推進交付金、同上第４号の の補助金、同２６条第３号の水田農業構造改革対策推進交付金及び同条第４号
燃油・肥料高騰緊急対策の補助金及び同条第５号のその他の収入をもって充て のその他の収入をもって充てる。
る。

２ 〔略〕 ２ 〔略〕



熊本県水田農業推進協議会規約新旧対照表

改 正 後 現 行

第29条～第30条 〔略〕 第29条～第30条 〔略〕会

第31条 会長は、水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生 第31条 会長は、水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生
産第７９９９号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という 、耕 産第７９９９号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という 、耕。） 。）
畜連携水田活用対策事業実施要綱(平成１９年４月２日付け１８生畜第２７５ 畜連携水田活用対策事業実施要綱(平成１９年４月２日付け１８生畜第２７５
０号農林水産事務次官依命通知。以下「耕畜連携実施要綱」という 、水田 ０号農林水産事務次官依命通知。以下「耕畜連携実施要綱」という 、水田。） 。）
農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号農 農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号農

、 。 「 」 。）、 、 。 「 」 。）、林水産省総合食料局長 生産局長及び経営局長通知 以下 実施要領 という 林水産省総合食料局長 生産局長及び経営局長通知 以下 実施要領 という
耕畜連携水田活用対策事業実施要領(平成１９年４月２日付け１８生畜第２７ 耕畜連携水田活用対策事業実施要領(平成１９年４月２日付け１８生畜第２７
５１号生産局長通知。以下「耕畜連携実施要領」という 、燃油・肥料高騰 ５１号生産局長通知。以下「耕畜連携実施要領」という ）その他の規程の定。） 。
緊急対策実施要綱（平成２０年１０月１６日付け２０生産第４０１６号農林水 めるところにより次の各号に掲げる書類を九州農政局長に提出しなければなら
産事務次官依命通知。以下「燃油・肥料実施要綱」という ）その他の規程の ない。。
定めるところにより次の各号に掲げる書類を九州農政局長に提出しなければな
らない。

（１）前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書 （１）前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
（２）前年度末の財産目録及び貸借対照表 （２）前年度末の財産目録及び貸借対照表
（３）前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書 （３）前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書

第32条～第33条 〔略〕 第32条～第33条 〔略〕

第34条 第４条第１項第２号及び第４号の事業が終了した場合及び協議会が解散し 第34条 第４条第１項第２号の事業が終了した場合及び協議会が解散した場合にお
、 、 、た場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額 いて その債務を弁済してなお残余財産があるときは 国費相当額にあっては

にあっては、実施要綱、耕畜連携実施要綱及び燃油・肥料高騰緊急対策実施要 実施要綱及び耕畜連携実施要綱に基づき九州農政局長に返還するものとする。
領 平成２０年１０月１６日付け２０生産第４０１７号生産局長通知 以下 燃（ 。 「
油・肥料実施要領」という ）に基づき九州農政局長に返還するものとする。。

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

第35条 実施要綱、耕畜連携実施要綱、燃油・肥料実施要綱、実施要領及び耕畜連 第35条 実施要綱、耕畜連携実施要綱、実施要領及び耕畜連携実施要領その他この
携実施要領及び燃油・肥料実施要領その他この規約に定めるもののほか、県協議会 規約に定めるもののほか、県協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を
の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が別に定める。 得た後、会長が別に定める。

附則 附則
１～７ 〔略〕 １～７ 〔略〕
８ この規約は、平成２０年１１月 日に一部改正する。



熊本県水田農業推進協議会事務処理規程新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第２条 〔略〕 第１条～第２条 〔略〕

第３条 県協議会の事務処理は、熊本県水田農業推進協議会規約第２２条第２項各 第３条 県協議会の事務処理は、熊本県水田農業推進協議会規約第２２条第２項各
号の事務局が次に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる責任者を置き、 号の事務局が次に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる責任者を置き、
分担して行うものとする。 分担して行うものとする。

【事務の区分】 【事務分担組織 責任者】 【事務の区分】 【事務分担組織 責任者】
（１）産地づくり交付金に係る事務 （１）産地づくり交付金に係る事務

熊本県農林水産部農産課 農産課長 熊本県農林水産部農産課 農産課長
（２）新需給調整システム定着交付金に係る事務 （２）新需給調整システム定着交付金に係る事務

熊本県農林水産部農産課 農産課長 熊本県農林水産部農産課 農産課長
（３）稲作構造改革促進交付金に係る事務 （３）稲作構造改革促進交付金に係る事務

熊本県農業協同組合中央会 熊本県農業協同組合中央会
営農生活センター所長 営農生活センター所長

（４）耕畜連携水田活用対策に係る事務 （４）耕畜連携水田活用対策に係る事務
熊本県農林水産部畜産課 畜産課長 熊本県農林水産部畜産課 畜産課長

（５）水田農業構造改革対策推進交付金に係る事務 （５）水田農業構造改革対策推進交付金に係る事務
熊本県農業協同組合中央会 熊本県農業協同組合中央会

営農生活センター所長 営農生活センター所長
（６）燃油・肥料高騰緊急対策に係る事務

熊本県農林水産部農業技術課
農業技術課長

熊本県農林水産部園芸・生産流通課
園芸・生産流通課長

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

第４条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第 第４条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第
７９９９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱 ７９９９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱） ）
（ ）、 （ ）、平成１９年４月２日付け１８生畜第２７５０号農林水産事務次官依命通知 平成１９年４月２日付け１８生畜第２７５０号農林水産事務次官依命通知
水田農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００ 水田農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００
号農林水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知 、耕畜連携水田活用 号農林水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知 、耕畜連携水田活用） ）
対策事業実施要領（平成１９年４月２日付け１８生畜第２７５１号農林水産省 対策事業実施要領（平成１９年４月２日付け１８生畜第２７５１号農林水産省
生産局長通知 、燃油・肥料高騰緊急対策実施要領（平成２０年１０月１６日 生産局長通知 、熊本県水田農業推進協議会規約及びこの規定に定めるものの） ）
付け２０生産第４０１７号生産局長通知 、熊本県水田農業推進協議会規約及 ほか、この規程の実施に関し必要な事項は、幹事会の承認を得た後、会長が定）
びこの規定に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、幹事会 める。
の承認を得た後、会長が定める。

附則 附則
１～３ 〔略〕 １～３ 〔略〕
４ この規定は、平成２０年１１月 日に一部改正する。 ４ この規定は、平成２０年１１月 日に一部改正する。



熊本県水田農業推進協議会会計処理規程新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条 〔略〕 第１条 〔略〕

第２条 県協議会の会計業務に関しては、水田農業構造改革交付金等交付要綱（平成 第２条 県協議会の会計業務に関しては、水田農業構造改革交付金等交付要綱（平成
１６年４月１日付け１５生産第８１１３号農林水産事務次官依命通知 、農業・ １６年４月１日付け１５生産第８１１３号農林水産事務次官依命通知）及び熊本）
食品産業競争力強化支援事業等補助金交付要綱（平成１７年４月１日付け１６ 県水田農業推進協議会規約（以下「協議会規約」という ）に定めるもののほか、。
生産第８２６５号農林水産事務次官依命通知）及び熊本県水田農業推進協議会 この規程の定めるところによるものとする。
規約（以下「協議会規約」という ）に定めるもののほか、この規程の定めるとこ。
ろによるものとする。

第３条 〔略〕 第３条 〔略〕

第４条 県協議会の会計区分は、以下に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理す 第４条 県協議会の会計区分は、以下に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理す
る。 る。
（１）産地づくり交付金に係る事務 （１）産地づくり交付金に係る事務
（２）新需給調整システム定着交付金助成事業会計 （２）新需給調整システム定着交付金助成事業会計
（３）稲作構造改革促進交付金助成事業会計 （３）稲作構造改革促進交付金助成事業会計
（４）耕畜連携水田活用対策会計 （４）耕畜連携水田活用対策会計
（５）水田農業構造改革対策推進交付金会計 （５）水田農業構造改革対策推進交付金会計
（６）燃油・肥料高騰緊急対策会計
２～３ 〔略〕 ２～３ 〔略〕

第５条～第７条 〔略〕 第５条～第７条 〔略〕

第８条 次の各号に掲げる熊本県水田農業推進協議会事務処理規程（以下「事務処理 第８条 次の各号に掲げる熊本県水田農業推進協議会事務処理規程（以下「事務処理
規程」という ）第３条に定める各事務の区分ごとに当該各号に掲げる経理責任者 規程」という ）第３条に定める各事務の区分ごとに当該各号に掲げる経理責任者。 。
を置く。 を置く。

（事務の区分） （経理責任者） （事務の区分） （経理責任者）
（１）産地づくり交付金に係る事務 熊本県農業協同組合中央会 （１）産地づくり交付金に係る事務 熊本県農業協同組合中央会

営農生活センター所長 営農生活センター所長
（２）新需給調整システム定着交付金助成事業 （２）新需給調整システム定着交付金助成事業

に係る事務 同上 に係る事務 同上
（３）稲作構造改革促進交付金助成事業会計 （３）稲作構造改革促進交付金助成事業会計

に係る事務 同上 に係る事務 同上
（４）耕畜連携水田活用対策に係る事務 同上 （４）耕畜連携水田活用対策に係る事務 同上
（５）水田農業構造改革対策推進交付金に係る事務 同上 （５）水田農業構造改革対策推進交付金に係る事務 同上
（６）燃油・肥料高騰緊急対策に係る事務 同上

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

第９条～第37条 〔略〕 第９条～第37条 〔略〕



熊本県水田農業推進協議会会計処理規程新旧対照表

改 正 後 現 行

第 条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９９ 第 条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９９38 38
９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平成１９ ９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平成１９） ）
年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知 、水田農業構造 年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知 、水田農業構造） ）
改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号農林水産省総 改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号農林水産省総
合食料局長 生産局長及び経営局長通知 耕畜連携水田活用対策事業実施要領 平 合食料局長 生産局長及び経営局長通知 耕畜連携水田活用対策事業実施要領 平、 ）、 （ 、 ）、 （
成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通知 、燃油・肥料高騰緊 成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通知 、協議会規約及びこの） ）
急対策実施要領（平成２０年１０月１６日付け２０生産第４０１７号生産局長 規定に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、幹事会の承認を
通知 、協議会規約及びこの規定に定めるもののほか、この規程の実施に関し必 得た後、会長が定める。）
要な事項は、幹事会の承認を得た後、会長が定める。

附則 附則
１～３ 〔略〕 １～３ 〔略〕
４ この規定は、平成２０年１１月 日一部改正する。



熊本県水田農業推進協議会文書取扱規程新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第４条 〔略〕 第１条～第４条 〔略〕

第５条 次の各号に掲げる熊本県水田農業推進協議会事務処理規程（以下「事務処 第５条 次の各号に掲げる熊本県水田農業推進協議会事務処理規程（以下「事務処
理規程」という ）第３条に定める各事務の区分ごとに当該各号に掲げる文書 理規程」という ）第３条に定める各事務の区分ごとに当該各号に掲げる文書。 。
管理責任者を置く。 管理責任者を置く。
（事務の区分） （文書管理責任者） （事務の区分） （文書管理責任者）

（１）産地づくり交付金に係る事務 熊本県農林水産部農産課農産課長 （１）産地づくり交付金に係る事務 熊本県農林水産部農産課農産課長
（２）新需給調整システム定着交付金に係る事務 （２）新需給調整システム定着交付金に係る事務

熊本県農林水産部農産課農産課長 熊本県農林水産部農産課農産課長
（３）稲作構造改革促進交付金助成事業に係る事務 （３）稲作構造改革促進交付金助成事業に係る事務

熊本県農業協同組合中央会 熊本県農業協同組合中央会
営農生活センター所長 営農生活センター所長

（４）耕畜連携水田活用対策に係る事務 熊本県農林水産部畜産課畜産課長 （４）耕畜連携水田活用対策に係る事務 熊本県農林水産部畜産課畜産課長
（５）水田農業構造改革対策推進交付金に係る事務 （５）水田農業構造改革対策推進交付金に係る事務

熊本県農業協同組合中央会 熊本県農業協同組合中央会
営農生活センター所長 営農生活センター所長

（６）燃油・肥料高騰緊急対策に係る事務 熊本県農林水産部農業技術課
農業技術課長

熊本県農林水産部園芸・生産流通課
園芸・生産流通課長

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

第６条～第23条 〔略〕 第６条～第23条 〔略〕

第24条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９ 第24条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９
９９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平 ９９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平） ）
成１９年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知 、水 成１９年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知 、水） ）
田農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号 田農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号
農林水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知 、耕畜連携水田活用対 農林水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知 、耕畜連携水田活用対） ）
策事業実施要領（平成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通 策事業実施要領（平成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通
知 、燃油・肥料高騰緊急対策実施要領（平成２０年１０月１６日付け２０生 知 、協議会規約及びこの規定に定めるもののほか、この規程の実施に関し必） ）
産第４０１７号生産局長通知 協議会規約及びこの規定に定めるもののほか 要な事項は、幹事会の承認を経た後、会長が定める。）、 、
この規程の実施に関し必要な事項は、幹事会の承認を経た後、会長が定める。

附 則 附 則
１～４ 〔略〕 １～４ 〔略〕
５ この規定は、平成２０年１１月 日に一部改正する。

類別区分の標準 〔略〕 類別区分の標準 〔略〕



熊本県水田農業推進協議会公印取扱規程新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第11条 〔略〕 第１条～第11条 〔略〕

第12条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９ 第12条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９
９９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平 ９９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平） ）
成１９年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知 、水 成１９年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知 、水） ）
田農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号 田農業構造改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号
農林水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知 、耕畜連携水田活用対 農林水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知 、耕畜連携水田活用対） ）
策事業実施要領（平成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通 策事業実施要領（平成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通
知 、燃油・肥料高騰緊急対策実施要領（平成２０年１０月１６日付け２０生 知 、県水田農業推進協議会規約及びこの規定に定めるもののほか、この規程） ）
産第４０１７号生産局長通知 、県水田農業推進協議会規約及びこの規定に定 の実施に関し必要な事項は、幹事会の承認を得た後、会長が定める。）

、 、 、めるもののほか この規程の実施に関し必要な事項は 幹事会の承認を得た後
会長が定める。

附則 附則
１～２ 〔略〕 １～２ 〔略〕
３ この規定は、平成２０年１１月 日一部改正する。

熊本県水田農業推進協議会内部監査実施規程新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第６条 〔略〕 第１条～第６条 〔略〕

第７条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９９ 第７条 水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年４月１日付け１５生産第７９９
９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平成１９ ９号農林水産事務次官依命通知 、耕畜連携水田活用対策事業実施要綱（平成１９） ）
年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知）水田農業構造 年４月２日付け１８生産第２７５０号農林水産事務次官依命通知）水田農業構造
改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号農林水産省総 改革対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５生産第８０００号農林水産省総
合食料局長 生産局長及び経営局長通知 耕畜連携水田活用対策事業実施要領 平 合食料局長 生産局長及び経営局長通知 耕畜連携水田活用対策事業実施要領 平、 ）、 （ 、 ）、 （
成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通知 、燃油・肥料高騰緊 成１９年４月２日付け１８生産第２７５１号生産局長通知 、県水田農業推進協議） ）
急対策実施要領（平成２０年１０月１６日付け２０生産第４０１７号生産局長 会規約及びこの規定に定めるもののほか、内部監査に必要な事項は、幹事会の承
通知 、県水田農業推進協議会規約及びこの規定に定めるもののほか、内部監査 認を得た後、会長が定める。）
に必要な事項は、幹事会の承認を得た後、会長が定める。

附則 附則
１～２ 〔略〕 １～２ 〔略〕
３ この規定は、平成２０年１１月 日一部改正する。




