
京都精華大学教育後援会会則 

 

(名称) 

第 1 条 本会は京都精華大学教育後援会と称し、事務所を京都精華大学内に置く。 

(目的) 

第 2 条 本会は京都精華大学の教育理念に賛同し、その一層の発展を後援することを目的と

する。 

(会員) 

第 3 条 本会の会員は京都精華大学の学部生の学費支弁者(父母等)をもって構成する。 

2 本会の目的に賛同する教育界・文化芸術界・財界・政界等の諸氏をもって賛助会員を構成

する。 

(事業) 

第 4 条 本会は第 2条の目的のため次の事業を行う。 

(1) 現代における青年の問題・大学教育の問題等について理解を深め、意見を交換するた

めの諸事業。 

(2) 教育内容の充実・向上をはかり、教育環境の改善につとめること。 

(3) その他本会の目的達成に必要な諸事業。 

(役員) 

第 5 条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長 1 名 

本会を代表する。 

(2) 副会長 2 名以内 

会長を補佐する。 

(3) 会計 1 名 

決算の確認をする。 

(4) 監事 2 名 

会計の監査をする。 

(5) 学部幹事 各学部 2名以内 

各学部の意見を代表する。 

2 各役員は、役員会において前年度役員の中から互選し、必要に応じて会員から役員募集を

行う。 

第 6条 本会に顧問を若干名置くことができる。 

2 顧問は役員会の推薦により選任し、主要案件の審議に参加する。ただし、その内に学長を

含む。 

第 7条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

(会議) 



第 8条 本会は、次の会議をもつ。 

(1) 総会 

(2) 役員会 

第 9条 総会は本会の最高決議機関で、年 1回開くものとする。ただし、必要に応じて臨時

総会を開くことがある。 

第 10 条 会の議決は出席者の過半数をもって決定する。 

第 11 条 役員会は必要に応じ、会長がこれを招集する。 

第 12 条 役員会は役員の 2分の 1で成立し、議決は出席者の多数決による。 

(会計) 

第 13 条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。 

第 14 条 本会の会費は年額 10,000 円とする。 

2 同時に在籍する複数学生の学費支弁者(父母等)は学生 1名分の会費とする。 

第 15 条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。 

(細則) 

第 16 条 本会則に定めのないものの取扱いについては、細則で定めるものとする。 

(改廃) 

第 17 条 本会則の改廃は総会において行う。 

 

附 則 

1 本会の事務は、京都精華大学職員中より会長がこれを委嘱する。 

2 本会則は 1972 年 10 月 30 日から施行する。 

3 本会則は 1974 年 11 月 3 日に改定し、1975 年 4 月 1日より施行する。 

4 本会則は 1976 年 11 月 3 日に改定し、1977 年 4 月 1日より施行する。 

5 本会則は 1978 年 11 月 3 日に改定し、1979 年 4 月 1日より施行する。 

6 本会則は 1990 年 11 月 3 日に改定し、1991 年 4 月 1日より施行する。 

7 本会則は 1997 年 11 月 3 日に改定し、1999 年 4 月 1日より施行する。 

8 本会則は 1998 年 11 月 3 日に改定し、1999 年 4 月 1日より施行する。 

9 本会則は 1999 年 10 月 17 日に改定し、2000 年 4 月 1日より施行する。 

10 本会則は 2003 年 10 月 26 日に改定し、2003 年 4 月 1日より適用する。 

11 本会則は 2008 年 7 月 20 日に改定し、2009 年 4 月 1日より適用する。 

12 本会則は 2020 年 6 月 20 日に改定し、2021 年 4 月 1日より適用する。 

 



Regulations

Kyoto Seika University Parents Association 

(Name) 

Article 1 The name of the association is ‘Kyoto Seika University 

Parents Association’, and office is located in Kyoto Seika University. 

(Purpose) 

Article 2 The purpose of this association is to endorse the 

educational philosophy of Kyoto Seika University and to support its 

further development. 

(Membership) 

Article 3 Members of this association shall consist of parents and 

guardians of undergraduate students of Kyoto Seika University. 

2 Supporting members shall consist of people from the fields of 

education, culture and arts, business, politics, etc. who agree with 

the objectives of this association. 

(Project) 

Article 4 The Society shall conduct the following activities for the 

purpose of Article 2. 

(1) Projects to deepen understanding and exchange opinions on

issues of youth and university education in the modern age.

(2) Improvement of the educational environment to enhance and

improve the educational contents.

(3) To provide other projects to achieve the purpose of the

association.

(Officer)

Article 5 The Association shall establish the following officers :

(1) Chairperson : 1 person

Represent the Society.

(2) Vice Chairperson : 2 persons or less

Assist the Chairperson.

(3) Accountant : 1 person

Check the financial results.

(4) Auditors : 2 persons

Auditing the accounts.

(5) Undergraduate secretary : 2 persons or less per faculty

To represent the opinions of each faculty.

2 Each officer shall be elected by the board members from the

previous year's officers, and recruitment of officers from the

membership is conducted as necessary.

Article 6 The Association may have a few advisors.

2  Advisors shall be selected by recommendation of the Board

members and attend meetings to discuss major issues. However,

they include the Chairperson.

Article 7 Officers shall serve two-year term and may not

immediately be reappointed.

(Meeting)

Article 8 The Association shall establish the following meetings.

(1) General Meeting

(2) Committee meeting

Article 9 The General Meeting is the highest decision-making

organization of the Association and shall be held once a year.

However, an extraordinary general meeting may be held when

necessary.

Article 10 The decision of the meetings shall be made by a majority

of those present.

Article 11 The Board of Directors meets as needed and shall be

convened by the President.

Article 12 The Committee Meetings consist of one-half of the officers,

and voting shall be by majority vote of those present.

(Accounting)

Article 13 The expenses of the association shall be funded by dues,

donations, and other income.

Article 14 The membership fee of the Association is 10,000 yen per 

year. 

2 Parents or guardians of more than one student pay the 

membership fee for one student. 

Article 15 The financial year of the association shall start 1st of 

April and end 31st of March of the following year. 

(Bylaws) 

Article 16 The handling of matters not specified in this constitution 

shall be specified in the bylaws. 

(Reorganization) 

Article 17 The Reorganization of this constitution is made at the 

General Meeting. 

Additional statutes 

1 The chairperson appoints the office of this association from among 

the staff of Kyoto Seika University. 

2 This constitution shall be in force from October 30, 1972. 

3 This constitution amended in November 3, 1974 and shall be in 

force from October 30, 1975. 

4 This constitution amended in November 3, 1976 and shall be in 

force from April 1, 1977. 

5 This constitution amended in November 3, 1978 and shall be in 

force from April 1, 1979. 

6 This constitution amended in November 3, 1990 and shall be in 

force from April 1, 1991. 

7 This constitution amended in November 3, 1997 and shall be in 

force from April 1, 1999. 

8 This constitution amended in November 3, 1998 and shall be in 

force from April 1, 1999. 

9 This constitution amended in October 17, 1999 and shall be in 

force from April 1, 2000. 

10 This constitution amended in October 26, 2003 and shall be in 

force from April 1, 2003. 

11 This constitution amended in July 20, 2008 and shall be in force 

from April 1, 2009. 

12 This constitution amended in June 20, 2020 and shall be in force 

from April 1, 2021. 

 


