
東京都行政書士会会則 

 
第１章 総 則 

 
（名称） 
第１条 この会は、東京都行政書士会（以下「本
会」という。）という。 

 
（事務所の所在地） 
第２条 本会は、事務所を東京都目黒区に置く。 
 
（目的） 
第３条 本会は、行政書士の品位を保持し、その
業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連
絡並びに日本行政書士会連合会（以下「連合会」
という。）が行う行政書士の登録及び行政書士
法人の届出に関する事務の一部を行うことを目
的とする。 

 
（事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次
に掲げる事業を行う。 

 一 会員の品位保持のための指導及び連絡に関
すること。 

 二 連合会が行う行政書士の登録及び行政書士
法人の届出に関する事務を行うこと。 

 三 入会及び退会に関すること。 
 四 業務関係法規の調査研究及び周知に関する

こと。 
 五 業務改善のための調査研究及び資料収集に

関すること。 
 六 裁判外の紛争解決制度に関する調査・研究 
  及び機関の設置・運営に関すること。 

七 成年後見制度等に関する調査・研究及び機

関の設置・運営に関すること。 
八 行政書士が行う業務に関して、市民等から
の相談に応ずるための調査・研究及び機関の
設置・運営に関すること。 

九 業務関係図書及び物品の斡旋並びに頒布に
関すること。 

 十 講演会及び講習会等に関すること。 
 十一 会員の研修に関すること。 
 十二 会員の福利厚生及び共済に関すること。 
 十三 広報誌等の編集発行及び広報全般に関す

ること。 
 十四 行政書士試験の実施に関する事務の協力

に関すること。 
 十五 その他、本会の目的達成に必要な事項。 
 

第２章 登録の事務 
 
（行政書士の登録に関する事務） 
第５条 本会は、行政書士法（以下「法」という。）
及び同施行規則並びに連合会の会則及び規則に
基づき、連合会が行う行政書士の登録に関する

事務の一部を行う。 
 
（行政書士法人の届出に関する事務） 
第５条の２ 本会は、法及び法に基づく命令並び
に連合会の会則及び規則に基づき、行政書士法
人の届出に関する事務の一部を行う。 

 
（行政書士の登録の申請書等の処理） 
第６条 本会は、行政書士の登録に関する書類が
提出されたときは、連合会会則第７章及び行政
書士登録事務取扱規則（以下「取扱規則」とい
う。）の規程にしたがって必要な調査及び迅速
かつ的確な処理をしなければならない。 

 
（行政書士法人の届出に関する事務） 
第６条の２ 本会は、行政書士法人の届出に関す
る書類の提出があったときは、連合会の会則及
び取扱規則の規程するところにより、迅速かつ
的確にその処理を行うものとする。 

 
（登録事項） 
第７条 法第６条第１項及び法第６条の２第１項
の規定に基づく本会を経由する登録事項は、連
合会会則第39条にしたがう。 

 
（登録申請書等の提出及び手数料の納入） 
第８条 法第６条の２第１項の規定により、行政
書士の登録を受けようとする者（以下「申請者」
という。）は、連合会会則第40条及び取扱規則
第３条に掲げる書面を本会に提出しなければな
らない。 

２ 申請者は連合会会則第47条に定める登録手数
料を本会を経由して連合会に納入しなければな
らない。 

 
（行政書士登録証の取扱） 
第８条の２ 本会は、法第６条の２第２項若しく
は法第６条の４の規定に基づく行政書士登録証
を連合会から送付を受けた後速やかに会員に対
して交付しなければならない。 

２ 会員は、本会を経由して連合会会則第49条及
び取扱規則第27条の規定にしたがって連合会に
対して行政書士登録証の再交付を求めることが
できる。 

３ 行政書士登録証の返還については、連合会会
則第50条にしたがう。 

 
（行政書士証票の取扱） 
第８条の３ 本会は、法第６条の２第４項の規定
に基づく行政書士証票を連合会から送付を受け
た後速やかに会員に対して交付しなければなら
ない。 

２ 会員は、行政書士証票を紛失し、又は毀損し
たとき等は、本会を経由して連合会会則第51条
の規定にしたがって連合会に対して行政書士証
票の再交付を申請しなければならない。 



３ 法第７条の２第１項の規定により行政書士証
票を返還するときは、連合会会則第52条第１項
にしたがう。 

４ 法第７条の２第２項の規定により行政書士証
票の再交付申請を行うときは、連合会会則第52
条第２項にしたがう。 

 
（変更登録の手続き） 
第９条 法第６条の４の規定による変更の登録を
求める会員は、連合会会則第44条及び取扱規則
第17条乃至21条による手続を践まなければなら
ない。 

 
（登録の抹消） 
第10条 本会は、会員が法第６条の５又は法第７
条の規定によって登録の取消し又は抹消を受け
ようとするときは、連合会会則第45条又は第46
条並びに取扱規則第22条乃至第25条の手続をと
る機会を失わせないようにしなければならない。 

 
（登録の抹消の保留） 
第10条の２ 前条の規定にかかわらず、会員が法
若しくは法に基づく命令、規則等に違反したと
認められる場合又は会員に他の法令に違反し
たと認められる場合等、行政書士たるにふさわ
しくない重大な非行があったと認められる場
合で、東京都知事に対し会則第25条に基づいて
法14条の３第１項に基づく措置要求を行った
場合若しくは法第17条第２項に基づく報告を
行った場合又は行おうとする場合において、当
該会員から法第７条第１項第二号の届出があ
ったときは、連合会に対し、書面をもって登録
の抹消の保留を求めることができる。 

２ 前項の規定に基づき登録の抹消の保留をし
ている場合において、措置要求又は報告を行わ
なかった場合若しくは聴聞手続が行われなか
ったときは、本会は、速やかに登録の抹消の保
留を撤回する旨書面をもって連合会に通知す
るものとする。 

３ 登録の抹消の保留又は登録の抹消の保留の
撤回の手続は取扱規則第24条の２乃至第24条
の３によるものとする。 

 
（行政書士及び行政書士法人名簿副本） 
第11条 本会は、法第６条第２項及び法第13条の1
0第２項の規定による行政書士及び行政書士法
人名簿の副本を取扱規則第７条及び行政書士法
人届出事務取扱規則第５条にしたがって事務局
に備える。 

２ 前項の副本は永久保存とする。 
 
 

第３章 会 員 
 

第１節 入会及び退会 
 

（会員） 
第12条 本会の会員は、次項各号に掲げる行政書
士及び第３項に掲げる行政書士法人とする。 

２ 行政書士である会員（以下「個人会員」とい
う。）は、次の各号のいずれかに該当する者を
いう。 

 一 本会の区域内に事務所を有する行政書士 
 二 次項に規定する行政書士法人の事務所に所

属する社員である行政書士 
 三 第一号に規定する行政書士又は次項に規定

する行政書士法人の使用人であり、当該事務
所を行政書士名簿に登録している行政書士 

３ 行政書士法人である会員（以下「法人会員」
という。）は、本会の区域内に事務所を有する
行政書士法人をいう。 

 
（行政書士の入会） 
第12条の２ 会員の入会事由及び入会時は、以下
による。 

 一 法第６条の２第２項の登録を受けた者は、
連合会の登録日 

 二 法第６条の４の登録を受けた者は、本会の
区域内に事務所を移転したとき。 

２ 前項第一号の場合は申請者が第８条第１項所
定の書面とともに規則で定める入会届を本会に
提出しなければならない。 

３ 第１項第二号の場合は申請者が連合会会則第
44条及び取扱規則第20条所定の書面とともに、
規則で定める入会届を本会に提出しなければな
らない。 

 
（行政書士法人の入会） 
第12条の３ 行政書士法人は、その主たる事務所
又は従たる事務所を本会の区域内に登記したと
き、若しくは本会の区域外から移転により登記
したときに本会の会員となる。 

２ 前項の規定により本会の会員となった者は、
入会届を本会に提出しなければならない。 

 
（変更） 
第13条 登録を受けた事項に変更を生じた会員は、
連合会会則第44条及び取扱規則第17条乃至第21
条による手続を本会を経由して、連合会に対し
てとらなければならない。 

２ 本会は、連合会から送付された変更後の行政
書士及び行政書士法人名簿の副本（本会則第11
条）に編綴する。 

 
（個人会員の退会） 
第14条 個人会員は、法第７条第１項各号の一に
該当するようになったときは、その事実が発生
した日に本会を当然に退会する。 

２ 個人会員が、法第７条第２項の規定により登
録を抹消されたときは、その抹消日に本会を当
然に退会する。 

３ 個人会員が、他の道府県の区域内にその事務



所を移転したときは、その移転日に本会を当然
に退会する。 

 
（法人会員の退会） 
第14条の２ 法人会員は、その事務所の移転又は
廃止により、本会の区域内に事務所を有しない
こととなり、その旨を登記したとき、又は解散
したときに本会を退会する。 

 
（会員名簿） 
第15条 本会は、会員名簿を調製して、会員に対
して少なくとも毎年一回頒布しなければならな
い。 

 
第２節 入会金及び会費 

 
（入会金） 
第16条 本会に入会しようとする者は、次の各号
に規定する入会金を、本会に納入しなければな
らない。 
一 個人会員 200,000円 
二 法人会員 200,000円 

 
（会費） 
第17条 会員は、次の各号に規定する会費を、そ
れぞれ納入しなければならない。 

 一 個人会員 月額6,000円 
 二 法人会員 月額6,000円 
２ 会費は、年度を４期に分けて納入するものと
し、各期の納入期限は次のとおりとする。 

 第１期（ ４、 ５、 ６月分） ４月末日 
 第２期（ ７、 ８、 ９月分） ７月末日 
 第３期（１０、１１、１２月分）１０月末日 
 第４期（ １、 ２、 ３月分） １月末日 
３ 会費の納入方法は、会則施行規則で定める。 
 

第３節 会員の責務等 
 
（会員の責務等） 
第18条 会員は、法第13条による連合会会則第62
条にしたがって、関係法令及び関係規則のほか
本会会則を遵守し、誠実にその業務を行なわな
ければならない。 

２ 個人会員は、本会及び連合会が行う研修を受
け、その資質の向上を図るように努めなければ
ならない。 

 
（品位の保持） 
第19条 会員は、業務上必要な学術の研究及び実
務の研鑽に努力し、たえず人格の向上をはかり、
行政書士としての品位を保持しなければならな
い。 

 
（業務の公正保持） 
第20条 会員は、公正、迅速にその業務を取り扱
わなければならない。 

（名義貸等の禁止） 
第21条 会員は、法第10条、法第19条及び法第19
条の２並びに連合会会則第61条にしたがって、
自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、又
は法人等他の者の名において、法第１条の２及
び法第１条の３に規定する業務に関係してはな
らない。 

 
（懲戒処分の届出） 
第22条  個人会員は、戒告、業務の停止又は禁止
の処分を受けたときは、遅滞なく本会にその旨
を記載した届書を提出しなければならない。 

２ 法人会員は、戒告、業務の全部又は一部の停
止若しくは解散の処分を受けたときは、遅滞な
く本会にその旨を記載した届書を提出しなけれ
ばならない。 

 
（会員の処分） 
第22条の２ 本会は、会員が法又は法に基づく命
令、規則、若しくは知事の処分、又は本会の会
則に違反したときは、当該会員に対し、必要な
処分を行うことができる。 

２ 前項の処分を行うときは、会長は本会則に別
段の定めある場合を除き、あらかじめ綱紀委員
会に諮問して調査、審議させ、その答申を受け
た後、理事会に諮り決定しなければならない。 

３ 前項の手続きにあたっては、当該会員の権利
及び名誉を不当に損なうことのないよう注意し、
かつ十分な弁明の機会を与えなければならない。 

 
（個人会員の処分の種類） 
第23条 個人会員の処分の種類は次のとおりとす
る。 

 一 訓告 
 二 ５年以内の会員の権利の停止 
 三 廃業の勧告及び５年以上７年以内の会員の

権利の停止 
２ 前項の規定により、停止すべき会員の権利は
次のとおりとする。 

 一 本会の役員の選任に関する権利 
 二 本会の会議及び研修会等に出席する権利 
 三 本会の事務所、施設等を使用する権利 
 四 本会から文書の送付を受け、用紙及び図書

並びに物品の斡旋、頒布を受ける権利 
 五 本会の福利厚生事業に参加し、又は、共済

規程その他に基づく給付等を受ける権利 
  六  本会に備える文書の閲覧又は謄写を請求す

る権利 
 
（法人会員の処分の種類） 
第23条の２  法人会員の処分の種類は次のとおり
とする。 

 一 訓告 
 二 ５年以内の会員の権利の停止 
 三 主たる事務所を有する法人会員に対しては、

解散の勧告又は従たる事務所の廃止の勧告及



び５年以上７年以内の会員の権利の停止 
 四 従たる事務所のみを有する法人会員に対し

ては、事務所の廃止の勧告及び５年以上７年
以内の会員の権利の停止 

２ 前項第二号から第四号の処分により停止され
る会員の権利は次のとおりとする。 

 一 本会の会議及び研修会等に出席する権利 
 二 本会の事務所、施設等を使用する権利 
 三 本会から文書の送付を受け、用紙及び図書

並びに物品の斡旋、頒布を受ける権利 
 四 本会の福利厚生事業に参加し、又は、共済

規程その他に基づく給付等を受ける権利 
  五  本会に備える文書の閲覧又は謄写を請求す

る権利 
３ 法人会員を処分する場合において、その社員
である個人会員に対しても、併せて処分を行う
ことができる。 

 
（会員の処分の解除） 
第23条の３  本会は、前２条に規定する会員の処
分のうち、「会員の権利の停止」については、
処分のときからその期間の10分の７を経過し、
かつ、当該会員から相当の理由を付して申し出
があった場合、これを解除することができる。 

２  前項の解除をするときは、会長は調査、審査
の後、理事会に諮り決定しなければならない。 

３  廃業勧告の処分の効力は「会員の権利の停
止」の処分の効力が消滅したときに消滅する。 

 
（長期会費滞納会員に対する処分の特則） 
第24条 正当な理由がなく、６か月以上の会費を
滞納している会員（以下「長期会費滞納会員」
という。）に対し、会則に違反したものとして
第23条第１項第三号及び第23条の２第１項第三
号並びに第四号の処分を行う場合には、本条の
手続を経るものとする。 

２ 会長は、長期会費滞納会員に対し、１か月以
上の期間を定めて、会費を納入すべき旨の催告
を行う。 

３ 会長は、前項の規定による催告を行ってもな
お定められた期間内に会費を納入しない会員に
つき、業務を継続して行う意思（以下「業務継
続意思」という。）の有無を確認するものとす
る。 

４ 当該会員が業務継続意思を有しないものと確
認されたときは処分を行う。 

５ 業務継続意思を有するものと確認された会員
が、なお３か月以内に会費を納入しないときは、
業務継続意思を有しないものとみなして処分を
行う。 

６  前２項の処分を行うときは、会長は理事会に
諮り決定しなければならない。 

 
（長期会費滞納会員に対する処分の取消し） 
第24条の２ 前条第１項により第23条第１項第三
号及び第23条の２第１項第三号並びに第四号の

処分を受けた会員が、現に滞納している会費の
全額を納入したときは、その処分の取消しを求
めることができる。 

２ 前項の請求があったときは、会長は理事会に
諮り当該処分の取消しを決定するものとする。 

３ 会長は、前項の処分の取消しの決定に先立ち
当該会員に第23条第２項第四号及び第23条の２
第２項第三号の権利を行使させることができる。
ただし、この場合会長は、その後に開かれる理
事会に報告し、承認を得るものとする。 

 
（東京都知事に対する措置要求） 
第25条 本会は、会員が次の各号に該当したとき
は東京都知事に対し、その事実を報告し、必要
な措置をとるよう求めることができる。 

 一 法若しくは法に基づく命令、規則、又は知
事の処分に違反したとき。 

 二 行政書士たるにふさわしくない重大な非行
があったとき。 

 三 会則に違反し、個人会員にあっては廃業の
勧告を、法人会員にあっては解散の勧告又は
事務所の廃止の勧告を受けたとき。 

 
（補助者） 
第26条 会員は、補助者を置いたときは、その業
務について補助者に任せきりにする等の行為を
してはならない。 

 
（業務停止及び禁止） 
第27条 会員は、法第14条及び法第14条の２の規
定に基づき業務停止及び業務禁止の処分を受け
たときは、遅滞なく本会へその旨を記載した届
書を提出しなければならない。 

 
第４章 報 酬  

 
（報酬の額の掲示） 
第28条 会員は、その業務に関し受ける報酬額表
を連合会の定める報酬額表の基本様式に準じて
作成し、事務所の見やすい場所に掲示しなけれ
ばならない。 

 
（領収証） 
第28条の２ 会員は、依頼人から報酬を受けたと
きは、連合会の定める領収証の基本様式に関す
る規則により正副２通の領収証を作成し、正本
は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交
付し、副本は作成年月日順につづって５年間こ
れを保存しなければならない。 

 
（報酬の統計） 
第28条の３ 法第10条の２第２項の規定による統
計の作成及び公表に関し必要な事項は、規則で
定める。 

 
 



第５章 役 員 
 
（役員） 
第29条 本会に次の役員を置く。 
一 会 長  １名 
二 副会長  ６名以内 
三 理 事  35名以上50名以内 
四 監 事  ２名以上３名以内 

２ 理事の互選により専務理事１名を置くことが
できる。 

 
（役員の選任） 
第30条 会長、副会長、理事及び監事は、個人会
員のうちから総会で選任する。 

２ 選任について、必要な事項は規則で定める。 
 
（役員の任期） 
第31条 役員の任期は、就任後の第２回目の定時
総会の終結の時までとする。ただし、補欠役員
の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 副会長及び理事の定数内の増員によりあらた
に選任された役員の任期は、前項ただし書を準
用する。 

３ 役員は、再任を妨げない。ただし、会長は連
続して３期６年を限度とする。 

４ 役員は、任期が満了し又は辞任した場合にお
いても、後任者が就任するまでは、その職務を
行う。 

 
（役員の職務） 
第32条 会長は、本会を代表し会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、職務を処理すると
ともに、会長に事故あるとき又は会長が欠けた
ときは、あらかじめ会長が定める順序によりそ
の職務を代行する。 

３ 理事は、次の職務を行う。 
 一 理事会を構成して、この会則その他に定め

る事項を審議し議決すること。 
 二 別に定める業務組織等のいずれかに所属し

て、会務を執行すること。ただし、兼任を妨
げないものとする。 

４ 監事は、次の職務を行う。 
 一 財産の状況を監査すること。 
 二 財産の状況又は業務の執行に不整があると

きは、総会に報告すること。 
 
（役員に対する報酬） 
第33条 役員の報酬額等については、別に定める。 
 

第６章 代 議 員 
 
（代議員の数及び選出） 
第34条 代議員は、第56条に定める支部ごとに毎
年４月１日現在の個人会員の数を基準として、
個人会員10名につき１名の割合で各支部の総会
において選出する。ただし、個人会員の数に10

名に満たない端数を生じるときは、その端数を
四捨五入して選出する。 

２ 支部の総会の前日までに前年度の会費を完納
していない個人会員は、代議員に選出されるこ
とができない。 

３ 各支部は、代議員の選出の結果を４月25日ま
でに会長に報告しなければならない。 

 
（代議員の職務） 
第35条 代議員は、総会に出席しその議決事項を
審議する。 

 
（代議員の任期） 
第36条 代議員の任期は１年とする。ただし、再
任を妨げない。 

 
第７章 会 議 

 
第１節 総 則 

 
（会議の種類） 
第37条 本会の会議は、次のとおりとする。 
 一 総  会 
 二 理 事 会 

 
第２節 総 会 

 
（総会の構成） 
第38条 総会は、代議員をもって構成する。 
 
（総会の種類） 
第39条 総会は、定時総会と臨時総会の２種類と
する。 

２ 定時総会は、毎会計年度終了後２か月以内に
開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要とするとき又は第41
条の規定に基づき請求があったときに開催する。 

 
（総会の招集） 
第40条 総会は、会長が招集する。 
２ 総会は開催の日の10日前までに文書をもって
通知をしなければならない。 

３ 前項の通知は、会議の日時、場所及び会議の
目的を記載しなければならない。 

 
（請求に基づく招集） 
第41条 会長は、代議員の２分の１以上の者から
会議の目的である事項及び招集の理由を記載し
た書面を提出して、総会招集の請求があったと
きは、請求のあった日から１か月以内にこれを
招集しなければならない。 

２ 前項の請求があった日の翌日から20日以内に
会長が総会招集の通知をしないときは、前項の
請求者が総会を招集することができる。 

 
 



（総会の議決事項） 
第42条 総会は、次の事項を議決する。 
 一 事業報告及び事業計画に関すること。 
 二 予算及び決算に関すること。 
 三 役員の選任及び解任に関すること。 
 四 理事会において総会に付議すべき旨議決さ

れたこと。 
 五 重要な財産の取得、処分及び多額な債務の

負担に関すること。 
 六 東京都行政書士会会則（以下「本会則とい

う。」）の制定及び変更に関すること。 
 七 その他、総会に付議することを相当と認め

たこと。 
 
（定足数） 
第43条 総会は、代議員の定数の２分の１以上の
代議員の出席がなければ会議を開くことができ
ない。 

 
（議長） 
第44条 総会の議長及び副議長は、総会で選出す
る。 

 
（議決） 
第45条 総会の議決は本会則に別段の定めのある
場合のほか、出席した代議員の過半数で決する。 

 ただし、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。 

 
（特別議決） 
第46条 第42条第三号に定める役員の解任及び第
五号に関する事項は、出席代議員の３分の２以
上の多数の議決を経なければならない。 

 
（議事録） 
第47条 総会の議事については、議事録を作成し、
議長及び出席した代議員２名が署名押印しなけ
ればならない。 

 
第３節 理事会 

 
（理事会の構成） 
第48条 理事会は、会長、副会長及び理事をもっ
て構成する。 

 
（理事会の招集） 
第49条 理事会は、会長が招集する。ただし、会
長は、理事総数の２分の１以上の者から会議の
目的である事項及び招集の理由を記載した書面
による理事会招集の請求があったときは、これ
を招集しなければならない。 

２ 理事会の招集は、開催の日の７日前までに文
書をもって通知しなければならない。 

３ 前項の通知には会議の日時、場所及び会議の
目的を記載しなければならない。 

４ 会長は、緊急を要するときは、招集の期間を

短縮し又はその手続きを省略することができる。 
 
（理事会の議決事項） 
第50条 理事会は、次の事項を議決する。 
 一 事業計画に関すること。 
 二 総会に付議する事項に関すること。 
 三 総会の議決した事項の執行に関すること。 
 四 本会則施行規則等の制定及び改廃に関する

こと。 
 五 会長から付議された事項。 
 六 その他、会務の執行に関すること。 
 
（理事会の議長及び議決） 
第51条 理事会の議長は、会長とする。会長に事
故あるときの議長は、副会長の互選とする。 

２ 理事会の議決は、構成員の過半数が出席し、
出席者の過半数で決する。 

３ 可否同数のときは、議長の決するところによ
る。 

 
（書面による表決） 
第52条 会長は、特別の理由があるときは、書面
により表決をもとめることができる。 

２ 前項の場合、理事会の構成員の過半数が同意
したときは、理事会の議決があったものとみな
す。 

３ 会長は、この場合、結果を理事会構成員に通
知しなければならない。 

 
（議事録） 
第53条 理事会の議事については、議事録を作成
し、議長及び出席理事２名が署名押印しなけれ
ばならない。 

 
第８章 事務局、綱紀委員会、支部、業務

組織及びＡＤＲセンタ－ 
 
（事務局） 
第54条 本会の事務を処理するため、事務局を置
く。 

２ 事務局の運営等に必要な事項は、別に定める。 
 
（綱紀委員会） 
第55条 第18条乃至第21条、第22条の２第２項及
び第25条の規定について必要な調査、審議を行
うため本会に綱紀委員会を置く。 

２ 綱紀委員会の運営等に必要な事項は、別に定
める。 

 
（支部） 
第56条  本会は、会員の業務改善及び会員との連
絡調整を図るため支部を設ける。  

２ 支部の運営等に必要な事項は別に定める。 
 
（その他の業務組織） 
第57条 本会に必要な業務組織は、別に定める。 



２ その他理事会の議決により必要と認めたとき
は、特別委員会等を設けることができる。 

 
（行政書士ＡＤＲセンタ－東京） 
第57条の２ 本会は、裁判外の民間紛争を解決す
るため、行政書士ＡＤＲセンタ－東京を設置し、 
その運営を行うことができる。 

２ 前項のＡＤＲセンタ－の運営に関する必要
な事項は別に定める。 

 
 

第９章 資産及び会計 
 
（資産の構成） 
第58条 本会の資産は、次に掲げるものをもって
構成する。 

 一 財産目録に記載された財産 
 二 入会金及び会費 
 三 登録事務取扱交付金 
 四 寄付金品 
 五 資産から生ずる収入 
 六 その他の収入 
 
（資産の管理） 
第59条 資産は、会長が管理する。 
 
 
（会計年度） 
第60条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始
まり、翌年３月31日に終る。 

 
（事業計画及び予算） 
第61条 会長は、毎会計年度の事業計画及び予算
案を作成し、定時総会の議決を経なければなら
ない。 

２ 会長は、予算が成立しない期間においては、
通常の業務を執行するために必要な経費に限り
支出することができる。ただし、この場合会長
は、その後に開かれる最初の総会の承認を得な
ければならない。 

３ 会長は、予算の成立後に生じた事由により、
既定の予算に追加又はその他の変更を加える
必要が生じたときは、補正予算を調製し、理事
会に提出して議決を経なければならない。ただ
し、この場合、前項ただし書の規定を準用する。 

 
（予算の流用） 
第62条 会長は、支出予算については、各款項に
定めるほかにこれを支出してはならない。ただ
し、予算の執行上の必要によりあらかじめ総会
の議決を得た場合はこの限りではない。 

２ 会長は、前項ただし書の規定により支出した
ときは、第61条第２項ただし書の規定を準用す
る。 

 
 

（予備費） 
第62条の２ 予算外の支出又は予算超過の支出に
あてるため、一般会計に予備費を計上し、理事
会の議決に基づいて支出することができる。 

２ 予備費を支出したときは、第61条第２項ただ
し書きを準用する。 

（財産目録） 
第63条 会長は本会の資産及び負債を明らかにす
るため、毎会計年度末現在における財産目録を
作成しなければならない。 

 
（決算報告書） 
第64条 会長は毎会計年度終了後、本会の収入及
び支出の決算報告書を作成し、監事に提出しな
ければならない。 

２ 監事は、前項の決算報告書を監査し、その結
果についての意見をこれに付記しなければなら
ない。 

３ 会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出
しなければならない。 

 
第10章  電子情報処理システム使用に関する特例 

 
(電子情報処理組織の使用) 
第 65条  第40条第２項及び第49条第２項に規定 
する文書並びに書面による通知、第 41条第１項 
及び第 49 条第１項に規定する書面による請求、 
第 52 条に規定する書面による表決、第 12 条の
２第３項、第 12 条の３第２項並びに第 13 条、
第 22条に規定する書面による届書（次項におい
て通知等という。）については、電子情報処理組
織（電気通信回線接続方法を施した電子計算機）
を使用して行い、又は行わせることができる。 

２ 前項の規定により行われた通知等は、当該通 
知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備え 
られたファイルへの記録がされたときに到達し 
たものとみなす。 

３ 電子情報処理組織を使用して送受信した情報 
については、文書書面として記録を残すととも 
に、本会に備え置く電子計算機、又は電磁的記 
録による方法により保存することができる。 

 
第11章 会則の改正 

 
（会則の改正） 
第66条 本会則を改正するには、総会において出
席代議員の３分の２以上の多数の議決を経て、
東京都知事の認可を受けなければならない。た
だし、本会の事務所の所在地を変更するときは、
法第16条の２ただし書及び施行規則第17条によ
って、この限りではない。 

 
第12章 補 則 

 
第67条 本会則の施行について必要な事項は、理
事会の議決を経て別に定める。 



 
第68条 本会の個人情報保護に関する必要な事項
は、別に定める。 

 
附則 本会則は、昭和26年 3月 1日から施行する。 
     以下中間略 
附則 
（施行期日） 
１ 本会則は、昭和52年 7月 1日から施行する。 
（経過措置） 
２ 第29条第１項第３号により増員された理事の
任期は、第31条第１項の規定を準用する。 

 
附則 本会則は、昭和54年 7月 1日から施行する。 
    （昭和54年 6月20日東京都知事認可） 
附則 本会則は、昭和55年 9月 1日から施行する。 
   （昭和55年 8月25日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和56年 7月 1日から施行する。 
   （昭和56年 6月22日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和58年 4月 1日から施行する。 
    （昭和58年 3月18日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和58年 7月 1日から施行する。 
   （昭和58年 6月25日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和59年 7月 1日から施行する。 
   （昭和59年 6月30日東京都知事認可） 
 
附則 
（施行期日） 
１ 本会則は昭和59年10月 1日から施行する。 
（経過措置） 
２ 本会則施行前の登録証明書は、本会則でいう
登録証とみなす。 

    （昭和59年 6月30日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和60年 7月 1日から施行する。 
   （昭和60年 6月29日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和61年 4月 1日から施行する。 
   （昭和61年 3月31日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和61年 7月 1日から施行する。 
   （昭和61年 6月23日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、昭和62年 7月 1日から施行する。 
   （昭和62年 6月25日東京都知事認可） 
 
 
附則 本会則は、平成元年 7月 1日から施行する。 
     （平成元年 7月 1日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成 2年 7月 1日から施行する。 
   （平成 2年 6月27日東京都知事認可） 

 
附則 本会則は、平成 3年 7月 1日から施行する。 
     （平成 3年 6月29日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成 5年 7月 1日から施行する。 
   （平成 5年 6月30日第4条9号東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成 7年 7月 1日から施行する。 
   （平成 7年 6月30日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成 9年 7月 1日から施行する。 
     （平成 9年 6月30日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成10年 7月 1日から施行する。 
    （平成10年 6月30日東京都知事認可） 
附則 本会則は、平成11年 7月 1日から施行する。 
     （平成11年 6月30日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成12年 6月30日から施行する。 
     （平成12年 6月30日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成14年 7月 1日から施行する。 
     （平成14年 6月 4日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成15年 7月 1日から施行する。 
      （平成15年 6月27日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成16年 8月 1日から施行する。 
      （平成16年 6月21日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成17年 6月24日から施行する。 
      （平成17年 6月24日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成18年 7月 1日から施行する。 
      （平成18年 6月22日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成19年 6月15日から施行する。 
   （平成19年 6月15日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成21年 6月24日から施行する。 
   （平成21年 6月24日東京都知事認可） 
２ 本改正は、現に処分を受けている者には適用
せず、現に廃業勧告の処分を受けている者につ
いては、処分の日から５年経過することにより、
その処分の効力は消滅するものとする。 

 
附則 本会則は、平成22年 7月 8日から施行する。 
   （平成22年 7月 8日東京都知事認可） 
 
附則 本会則は、平成24年 6月29日から施行する。 
   （平成24年 6月29日東京都知事認可） 
 


