
昭島少年野球連盟規約（学童） 

 

第１章 総 則 

〔名 称〕 

第１条  本連盟は、昭島少年野球連盟（以下「連盟」という。）という。 

〔所在地〕 

第２条  本連盟の本部は、会長宅におく。 

〔目 的〕 

第３条  本連盟は、昭島市内の小学生を対象に結成された複数の軟式野球チーム相互の

協力と団結により、人間形成の途上にある学童の、野球を仲介とした体力の向上

と健全育成を目的として活動する。 

〔運 営〕 

第４条  本連盟は前条の目的を達成するため次の運営を行う。 

    (1) 春季大会（リーグ戦） 

（６年生チームは）兼全日本学童軟式野球大会・東京都大会予選 

    (2) 夏季大会（トーナメント） 
（６年生チームは）兼東京都知事杯争奪東京都学童軟式野球大会予選 

(3) 西東京オープン選抜少年野球大会（リーグ戦及びトーナメント） 

    (4) 秋季大会（市民体育大会・少年野球大会 トーナメント） 

（５年生チームは）兼新人戦（東京新聞杯争奪東京都学童軟式野球大会新人戦

予選） 

    (5) 青梅・五日市沿線親善少年野球大会（トーナメント） 

    (6) 送別大会（リーグ戦及びトーナメント） 

    (7) ザバスジャビットカップ少年野球大会・昭島地区大会 

    (8) 審判講習会 

    (9) オール昭島（女子チームも含む）の結成と該当大会への参加 

    (10) その他目的達成に必要な事業 

〔組 織〕 

第５条  本連盟は、連盟の方針及び規約に同意し、昭島市に所在する学童軟式野球チー

ムをもって組織する。 

 

第２章 役 員 

〔役員の種別〕 

第６条  本連盟には、次の役員をおく。なお、以下、人数の表記がない場合は、定員１

名とする。 

(1) 会長、副会長（若干名） 

(2) 事務局長、事務局次長（２名）、事務局担当理事（若干名） 

(3) 会計、会計補佐 



(4) 審判部長、副審判部長（２名）、審判担当理事（理事全員が兼務） 

(5) オール昭島監督、コーチ（若干名）、マネージャー 

(6) 理事（各チームから選出の２名にチーム数を乗じた数に、理事会で推挙され

た者・若干名を加えた数） 

(7) 東京都軟式野球連盟少年幹事 

(8) 会計監査（２名） 

(9) オール昭島専任コーチ（若干名） 

〔役員の職務〕 
第７条  役員の職務は次の通りとする。 

(1) 会長は連盟を代表し、これを総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故

あるときは、これを代行する。 

(2) 事務局長は連盟主催事業の企画・運営の執行、施設・備品の管理等を行う。

事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、これを代行する。 

(3) 会計は会計事務の処理を行い、会計補佐は、これを補佐する。 

(4) 審判部長は審判業務全般について、これを統括する。また、試合を円滑に運

営するとともに、年に１回以上の審判講習会を開催する。副審判部長は、審判

部長を補佐する。 

(5) オール昭島監督はオール昭島チームの活動を遂行し、オール昭島コーチは監

督を補佐する。マネージャーはオール昭島チームの事務全般を処理する。 

(6) 理事は連盟の運営全般に関与し、協力し合って連盟の活動を支える。 

(7) 東京都軟式野球連盟少年幹事は東京都軟式野球連盟が主催する会議に出席し、

審議に加わる。 

(8) 会計監査は連盟の会計を監査し、定期総会、または臨時総会時に監査報告を

行う。 

(9) オール昭島専任コーチは、オール昭島監督を補佐する。 

〔役員の選出・任期〕 

第８条  役員は総会で承認されなければならない。また、任期は定期総会から２年間を

原則とし、再選はさまたげない。 

    ２．役員は、会計監査とオール昭島専任コーチを除き、理事から選出し、総会の承

認を得る。選出方法は互選、または推挙とする。なお、理事会で必要と認めた場

合は、理事を増員することができる。 

    ３．会計監査は、定期総会時に次年度の会計監査を選出する。 

    ４．オール昭島専任コーチは、理事会において選出することができる。 

    ５．役員に欠員が生じた場合は、理事会において後任者を選出することができる。

なお、直近の監督会議等でその旨を報告し、各チームの２分の１以上の承認を得

なければならない。後任者の任期は前任者の任期満了日迄、または役員選出決定

日迄とする。 
    ５．役員は辞任した際においても、業務の引き継ぎが終了するまでその責務を負う。 

〔名誉会長、名誉顧問、相談役、顧問〕 

第９条  理事会の承認を得て、名誉会長、名誉顧問、相談役、及び顧問をおくことがで

きる。なお、これらの役職者は理事とはしない。 

 



第３章 機 関 

〔機 関〕 

第１０条 本連盟には、次の機関をおく。 

(1) 総会 

(2) 理事会 

(3) 三役会議 

(4) 監督会議 

〔総 会〕 

第１１条 総会は、連盟の最高決定機関であり、各チームから２名の代表者と理事で構成

する。定期総会は、原則として、毎年シーズン開始前に行う。 

   ２．臨時総会は会長が招集する。開催要件は、会長が必要と認めた時、または理事

の３分の１以上、加盟チームの３分の１以上の要求があった時とし、開催要件が

整った際は、速やかに招集しなければならない。 

〔総会での討議事項〕 

第１２条 総会で討議すべき事項は、次の通りとする。 

(1) 運営方針、経過報告 

(2) 決算報告及び次年度予算 

(3) 規約の改廃 

(4) 役員の選出、解任 

(5) その他必要な事項 

〔総会の成立〕 
第１３条 総会の出席者は、各チーム（総会 1 ケ月前までの登録チーム）の代表者２名と

理事とし、チーム代表者は理事との兼任も認める。なお、やむを得ない理由によ

り出席できない場合は、委任状により委任が認められる。 
２．総会の成立は、連盟登録の各チーム１名以上、かつ第１３条１項の出席対象者

の３分の２以上の出席を必要とする。 
３．第１２条の(3)項、(4)項は、総会出席者の４分の３以上の賛成を必要とし、そ

の他の案件は、過半数の賛成を必要とする。 

〔理事会〕 
第１４条 理事会を連盟の執行機関と位置づけ、総会の決定事項に基づき連盟の業務にあ

たる。理事会は、会計監査とオール昭島専任コーチを除く第６条の役員の過半数

以上の出席で成立し、決議は過半数の同意をもって決定する。 
〔監督会議〕 
第１５条 第４条(1)春季大会、(2)夏季大会、(4)秋季大会、(6)送別大会、(7) ザバスジ

ャビットカップ少年野球大会・昭島地区大会の各大会開始前に、大会参加チーム

の監督により監督会議を開催することとする。 

〔三役会議〕 
第１６条 会長、事務局長、会計を三役とし、理事会に諮る事項について予め検討するこ

とができる。なお、三役会議には、副会長、事務局次長、会計補佐も出席するこ



とができる。 

 

第４章 加盟チームの権利・義務等 

〔平 等〕 

第１７条 加盟チームの会員は、差別待遇される事なく全て平等の権利を有し、平等の義

務を負うものとする。 

〔権 利〕 
第１８条 加盟チームは、次の権利を有する。 

(1) 機関の決定・運営についての報告を求め建議、討議を行う権利。 

(2) 機関に代表をおくる権利。理事を推挙する権利。 

(3) 会計諸帳簿を閲覧する権利。 

〔義 務〕 

第１９条 加盟チームは、次の義務を負う。 

(1) 規約及び機関決定に基づいて活動し、それを機関に報告しなければならない。 

(2) 別に定める会費及びその他の分担金を納入しなければならない。 

(3) 各機関会議にチームの代表を派遣出席させなければならない。 

〔資格の喪失〕 

第２０条 加盟チームが、連盟を脱退する時は、既納の会費その他財産上の一切の権利を

失う。 

〔加盟手続き〕 
第２１条 本連盟に加盟する時は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、監督・コーチ名

簿を添え会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。 

〔資格取得〕 
第２２条 加盟チームとしての資格取得は、前条の手続きを得て承認した場合は、理事会

の承認日をもって効力を発する。 

〔脱 退〕 
第２３条 チームが連盟を脱退する時は、チーム機関の決議を経て会長に通告し、理事会

の承認を得なければならない。 

 

第５章 棄権の処理 

〔チームに対する処置〕 
第２４条 第４条に定めた各大会や行事に、チームの都合に依り棄権・欠席した場合、そ

のチームに一年間の各種大会の出場を停止させる場合がある。 

〔不慮の災害により棄権した場合〕 
第２５条 次の場合は、やむを得ないものとする。 

(1) 天災により参加不能となった時。 

(2) 集団罹病により参加不能となった時。 

(3) 交通事故等で参加不能となった時。 

〔その他の場合〕 
第２６条 理事会において協議の上、その措置を決定する。 



 

第６章 大会規約 
〔大会規約〕 
第２７条 各大会の大会規約は、理事会を通じて、大会前の監督会議により決定する。細

思は、全日本軟式野球連盟規則にそう。 

〔大会運営〕 
第２８条 第４条に定めた各大会・行事の運営にあたっては、各チームが協力し合って準

備や後片付け等を行うものとする。 
 

第７章  財  務 

〔経 費〕 
第２９条 本連盟の経費は次に定める。 

(1) 会  費    加盟団体  年  額   １０，０００円 

(2) １チームごとの大会参加費は、以下の通りとする。 

春季大会   １２，０００円 

夏季大会   ５，０００円 

秋季大会   ４，０００円 

送別大会   ８，０００円 

ザバスジャビットカップ少年野球大会  ４，０００円 

〔会計年度、決算・予算の審議〕 
第３０条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２．決算及び予算は、理事会で確認した後、総会に諮る。 

 

第９章  付  則 

〔その他〕 
第３１条 この規約に定めのない事項は、理事会で決定する。 

第３２条 この規約の改廃は総会で行う。 

第３３条 この規約は昭和５６年１０月１日より施行する。 

この規約は昭和６３年１月１６日改正施行する。 

この規約は平成３年４月１日改正施行する。 

この規約は平成８年４月１日改正施行する。 

この規約は平成１６年５月１６日改正施行する。 

この規約は平成２１年５月１０日改正施行する。 

この規約は平成２３年５月８日改正施行する。 

この規約は平成２７年３月１４日改正施行する。 

 

注）総会の開催は、「毎年シーズン開催前」＝２月ないし３月とするが、会計年度について

は、当面、送別大会会計を考慮に入れて４月１日～翌年３月３１日とする。そのため、

５月の夏季大会前の監督会議を兼臨時総会として、決算報告と予算案を提示し、承認

を得るものとする。 

 


