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三養基・鳥栖地区歯科医師会会則

第１章　総　　　則

第　1　条　（名　称）
　　　　　　本会は三養基・鳥栖地区歯科医師会という。

第　2　条　（組　織）
　　　　　　本会は三養基郡及び鳥栖市を区域とする歯科医師会の会員で組織する。

第　3　条　（事務所）
　　　　　　本会は事務所を会長宅に置く。

第　4　条　（目　的）
　　　　　　本会は、日本歯科医師会及び佐賀県歯科医師会との連携のもと、歯科医
　　　　　　学、歯科医療に携わる歯科医師を代表する団体として、医道の高揚と歯
　　　　　　科医学、医術の進歩発達及び公衆の口腔衛生普及向上を図り、社会福祉
　　　　　　の増進並びに会員の親睦に寄与することを目的とする。

第　5　条　（事　業）
　　　　　　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　　　　1）医道高揚に関すること。
　　　　　　2）歯科医学の進歩発達に関すること。
　　　　　　3）社会保障の研究及び医療保障に関すること。
　　　　　　4）公衆衛生の普及及び予防医学の研究指導に関すること。
　　　　　　5）会員の福祉及び歯科医業の合理化に関すること。
　　　　　　6）歯科医師の研修に関すること。
　　　　　　7）会誌、会報その他の印刷物の発行に関すること。
　　　　　　8）その他本会の目的を達成するために必要な事業。



第２章　会　　　員

第　6　条　（会　員）
　　　　　　本会の会員は、三養基郡及び鳥栖市内で就業する歯科医師で、本会に入
　　　　　　会した者とする。
第　7　条　（入　会）
　　　　１　本会に入会しようとする者は、本会所定の入会申込書に関係書類を添え
　　　　　　て本会に提出し、総会の承認を受けなければならない。
　　　　２　入会を認められた者は、速やかに入会金及び負担金を納入するものとす
　　　　　　る。
　　　　　　以上の手続きが完了した日をもって会員となる。

第　8　条　（会員の構成）
　　　　１　本会に、次の会員を置く。
　　　　　　（1）正会員
　　　　　　（2）準会員
　　　　２　前項の会員の資格は１名いずれか１個とし、重複して取得することはで
　　　　　　きない。
　　　　３　正会員及び準会員の種別に関する事項は、別途規定に定める。
　　　　４　第１項（1）正会員のうち、栄誉の敬称である終身会員については、別途
　　　　　　規定に定める。
　　　　５　正会員及び準会員は、日本で歯科医師の免許を受けた者でなければなら
　　　　　　ない。

第　9　条　（会費及び負担金）
　　　　１　会員は本会所定の会費及び負担金を納入しなければならない。
　　　　２　会費及び負担金の額並びにそれらの徴収方法は、総会で定める。

第　10　条　（退　会）
　　　　　　会員が本会を退会する時は、その旨を記載した書類を本会へ提出しなけ
　　　　　　ればならない。
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第３章　役　　　員

第　13　条　（役　員）
　　　　　　本会に次の役員を置く。
　　　　　　会　　長　　　1　名
　　　　　　副 会 長　　　２　名以内
　　　　　　専務理事　　　1　名
　　　　　　常務理事　　 若干名
　　　　　　理　　事　  　９  名以内
　　　　　　　　　　　　　（会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む）
　　　　　　監　　事　　　２　名 

第　14　条　（役員の選出）
　　　　１　会長及び監事は別に定める選挙規則により、総会において正会員の中か
　　　　　　ら選任する。
　　　　２　会長は正会員の中から理事を指名して選任する。
　　　　３　副会長、専務理事及び常務理事は会長が理事の中から選任する。
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第　11　条　（資格の喪失）
　　　　　　会員が 1年以上会費又は負担金を支払わなかった時は退会したものとみ
　　　　　　なす。ただし、本会から請求があった日から 6ヶ月以内にその未払い金
　　　　　　を支払った時は、この限りでない。

第　12　条　（除　名）
　　　　１　会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決を経て除名するこ
　　　　　　とができる。
　　　　　　1）歯科医師として職務を汚した者。
　　　　　　2）本会の体面を汚した者。
　　　　　　3）本会の網紀を乱した者。
　　　　　　4）会員たる義務を怠った者。
　　　　２　前項により除名した時は、その旨を県歯科医師会及び本人に通知する。
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第　15　条　（役員の職務）
　　　　１　会長は本会を代表し、会務を総括する。
　　　　２　副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
　　　　３　専務理事は会長の命を受けて会務を掌握し会長、副会長に事故がある時
　　　　　　はその職務を代行する。
　　　　４　常務理事及び、その他の理事は会長の命を受けて会務を分担処理する。
　　　　５　監事は本会の事業及び会計財産を監査する。

第　16　条　（専　決）
　　　　１　会長は総会の議決を要する事項でありながら、緊急かつ必要ありと認め
　　　　　　た時は理事会の議決に基づき専決処理することができる。
　　　　２　前項の規定により専決処理した事項については、 次の総会で承認を受け
　　　　　　なければならない。

第　17　条　（役員の任期）
　　　　　　役員の任期は、選任された年の 7月 1日から 2年とする。但し再任を妨
　　　　　　げない。

第　18　条
　　　　　　役員に欠員を生じその為会長が会に支障があると認めた時は役員の選挙
　　　　　　規則に準じ補欠選挙をすることができる。補欠選挙により就任した役員
　　　　　　の任期は、その前任者の残任期間とする。

第　19　条
　　　　　　役員は、その任期が満了した時でも後任者の就任する迄はその職務を行
　　　　　　う。

第　20　条　（役員の解任）
　　　　　　役員が次の各号のいずれかに該当する場合には総会の議を経て解任する
　　　　　　ことができる。
　　　　　　1）心身の故障のため職務執行に堪えないと認められる時。
　　　　　　2）職務上の義務違反その他の役員として相応しくない行為があると認
　　　　　　　  める時。
　　　　　　　  この場合においては、その役員に対し弁明の機会を与えねばならない。



第４章　顧　問　等

第　22　条　（顧　問）
　　　　１　本会に顧問を置くことができる。
　　　　２　顧問は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
　　　　３　顧問は会長の諮問に応え本会の会議に出席して意見を述べることができ
　　　　　　る。但し表決に加わることはできない。
　　　　４　顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。

第５章　総　　　会

第　23　条　（総会の種別）
　　　　　　総会は定時総会と臨時総会の 2種とする。

第　24　条　（総会の構成）
　　　　　　総会は正会員をもって構成する。

第　25　条　（総会の機能）
　　　　１　総会はこの会則で別に定めるものの他、次の事項を議決する。
　　　　　　1）会則の変更。
　　　　　　2）事業計画及び収支予算。
　　　　　　3）役員の選出及び解任。
　　　　　　4）会の重要事項。
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第　21　条　（役員の報酬及び費用弁償）
　　　　１　役員には報酬を支払うことができる。　　
　　　　２　役員には費用を弁償することができる。
　　　　３　報酬及び費用弁償の額並びにその支払い方法は総会で議決を受けなけれ
　　　　　　ばならない。
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　　　　２　総会では次の事項を承認しなければならない。
　　　　　　1）事業報告及び収支決算。
　　　　　　2）寄付された金品の収受及び使途。
　　　　　　3）理事会の議決事項の内、重要なもの。

第　26　条　（総会の開催）
　　　　１　定時総会は、毎年 1回 6月に開催する。但し、時宜によりその時期を変
　　　　　　更することができる。
　　　　２　臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
　　　　　　1）役員選挙の時。
　　　　　　2）会長が必要と認めた時。
　　　　　　3）正会員の 3分の 1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請
　　　　　　　  求があった時。

第　27　条　（総会の招集）
　　　　１　総会は会長が招集する。
　　　　２　総会を招集するには、開会の日の 7日前までに、会議の日時、場所、目
　　　　　　的及び審議事項を文書で通知しなければならない。但し、緊急の場合は
　　　　　　この限りではない。

第　28　条　（総会の議長）
　　　　　　総会の議長、及び副議長は、その総会において出席正会員の中から選出
　　　　　　する。

第　29　条　（総会の定足数）
　　　　　　総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

第　30　条　（総会の議決）
　　　　　　総会の議事はこの会則に別に定めるものの他、出席正会員の過半数によ
　　　　　　り決し、可否同数の時は議長が決める。

第　31　条　（総会の書面表決等）
　　　　　　正会員の有する選挙権及び表決権は委任状及び書面による行使は認めな
　　　　　　い。



第６章　理　事　会

第　34　条　（理事会の構成）
　　　　　　理事会は理事をもって構成する。

第　35　条　（理事会の機能）
　　　　　　理事会は、この会則に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
　　　　　　1）総会に付議する事項。
　　　　　　2）その他会務の執行に関する事項。

第　36　条　（理事会の招集）
　　　　　　理事会は会長が必要と認める時招集する。

第　37　条　（理事会の議長）
　　　　　　理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第　38　条　（監事の理事会への出席）
　　　　　　監事は理事会に出席して質問し、又は意見を述べることができる。但し、
　　　　　　表決に加わることができない。
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第　32　条　（総会の議事録）
　　　　　　総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第　33　条　（総会の機能の委任）
　　　　　　総会はその議決により、その機能の一部を理事会に委任することができ
　　　　　　る。



第７章　委　員　会

第　39　条　（委員会）
　　　　　　会長は必要に応じて委員会を置くことができる。

第８章　選挙管理委員会

第　40　条　（選挙管理委員会）
　　　　１　本会に選挙管理委員会を置く。
　　　　２　委員会に関し必要な事項は別に定める。

第９章　会計及び財産

第　41　条　（財産の構成）
　　　　　　本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
　　　　　　1）入会金、会費及び負担金。
　　　　　　2）寄付金品。
　　　　　　3）前年度よりの繰越金。
　　　　　　4）財産から生じる収入。
　　　　　　5）その他の収入。

第　42　条　（財産の管理）
　　　　　　本会の財産は、会長が管理する。

第　43　条　（経費の支弁）
　　　　　　本会の経費は、財産から支払われるものとする。
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第10章　会則の変更及び解散

第　47　条　（会則の変更）
　　　　　　本会会則は、総会において正会員出席者の 3分の 2以上の議決を得なけ
　　　　　　れば変更する事はできない。

第　48　条　（解　散）
　　　　　　本会を解散する場合は、総会において正会員の 3分の 2以上の議決を要
　　　　　　する。但しこの場合第 31 条の規定に関わらず書面による表決権を認める。
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附　　　則
本規則は、平成 25 年 3 月 1 日より施行する。

附　　　則
本規則は、令和元年 7月 1日より施行する。

附　　　則
本会則は、令和 2年 4月 1日より施行する。

第　44　条　（予算決定前の支出）
　　　　　　予算が決定する迄の支出は前年度予算に従う。

第　45　条　（事業報告及び収支決算）
　　　　　　本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、
　　　　　　収支決算書を作成し監事の監査を受け、総会の承認を受けなければなら
　　　　　　ない。

第　46　条　（事業年度及び会計年度）
　　　　　　本会の事業年度及び会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日
　　　　　　に終わる。



三養基・鳥栖地区歯科医師会会則施行規則

第　1　条
　　　　　　本会の正会員は、同時に佐賀県歯科医師会（以下「県歯」という。）及び
　　　　　　日本歯科医師会（以下「日歯」という。）の正会員となるものでなければ
　　　　　　ならない。
　　　　　　また本会の準会員は、県歯においても準会員となり、日歯の準会員にな
　　　　　　ることができる。

第　2　条
　　　　１　正会員又は準会員で本会に入会しようとする者は、本会の総会の議決を
　　　　　　受け、所定の入会金等及び会費等を納入して初めて会員となる。
　　　　　　会員種別は就業形態等により別表１及び２のとおりとする。
　　　　２　第１種会員が死亡又は終身会員となった場合には、当該就業所に勤務す
　　　　　　る第 2種、第 3種会員のうち、1名は自動的に第 1種会員となる。
　　　　３　就業所に勤務する第 2種、第 3種会員が新規に開設、管理者になった場
　　　　　　合は、自動的に第 1種会員となる。
　　　　４　第 2種、第 3種会員から第 1種会員に変更が生じた場合、本会理事会の
　　　　　　承認を受け第１種会員としての入会金等及び会費等の差額を納入しなけ
　　　　　　ればならない。

第　3　条
　　　　１　第 2種、第 3種会員の入退会については、本人が勤務している病院又は
　　　　　　診療所の管理者の同意を必要とする。
　　　　２　準会員を委員会の委員に充てる事ができる。但し委員長、副委員長は正
　　　　　　会員をもって充てる。

第　4　条
　　　　　　特別の理由のある者に対しては、総会の議を経て会費及び負担金の減免
　　　　　　又は期間を限って徴収を猶予することができる。
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第　5　条　
　　　　１　35 年以上本会の会員であって 75 歳以上に達したものは、これを終身会
　　　　　　員と称し、敬意を表する。
　　　　２　本会会長は、終身会員となるものを、県歯会長に推薦する。
　　　　３　終身会員に関する殊遇規則は、別に定める。

第　6　条　
　　　　１　本会会則第 8条第 1項に規定する準会員の会員種別は、就業形態等によ
　　　　　　り別表２のとおりとする。
　　　　２　準会員は会則第 14 条に規定する役員の選挙権、被選挙権、同第 30 条に
            　　規定する総会の議決権等の機能を有しない。但し、本会の行事、学会講
　　　　　　習会等に出席し意見を述べる事ができる他、本会の発行する会誌その他
　　　　　　の印刷物の頒布を受け又は購入する事ができる。

第　7　条　
　　　　　　会員は医療機関及び住所氏名等を変更する時は、事前に本会へ届けなけ
　　　　　　ればならない。

第　8　条　
　　　　　　既納の入会金、会費その他の拠出金は原則として返還しない。

第　9　条　
　　　　　　理事会で必要と認めた時には、総会の承認を経て会員に対し表彰状、感
　　　　　　謝状、記念品等を贈呈することができる。

第　10　条
　　　　　　会員が特別の理由により就業できず、県内外に居住した時は、会則第 6
　　　　　　条の規定にかかわらず、会員としての資格を引き続き保有することがで
　　　　　　きる。

第　11　条
　　　　１　監事は会則第 15 条の 5を施行する場合は会長、副会長、専務理事、会計
　　　　　　担当理事の立ち会いの下で行う。
　　　　２　監事が直接本会の金銭の出入を取り扱う職務を兼任してはいけない。
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附　　則
本規則は平成 16 年 1 月 1 日より施行する。

附　　則
本規則は平成 25 年 3 月 1 日より施行する。

附　　則
本規則は令和２年４月１日より施行する。

別表１（正会員の会員種別）
会員種別 　　　　　　　就　業　形　態　等 　　　　　　　　　　   摘　　要

第１種

第２種

第３種

診療所の開設者・管理者、病院・医育
機関・介護老人保健施設の歯科責任者
等である歯科医師

①終身会員以外の第１種会員がいる診
　療所に勤務する歯科医師

②公務員である歯科医師、病院・医育
　機関・介護老人保健施設等に勤務す
　る歯科医師

・県歯、日歯は第 1種会員

・県歯、日歯は第２種会員
・第 1種会員が終身会員となっ
   た場合、第 1種に変更となる。

・県歯、日歯は第 2種会員

別表１（準会員の会員種別）
会員種別 　　　　　　　就　業　形　態　等 　　　　　　　　　　   摘　　要

①終身会員以外の第１種会員がいる診
　療所・医育機関・病院（病院歯科）・
　介護老人保健施設等に勤務する歯科
　医師
③公務員である歯科医師
④研究機関に勤務し診療に従事しない
　歯科医師

・県歯は第３種会員
・希望により、日歯は第 3種会
　員となれる
・第 1種会員が終身会員となっ
　た場合、第 1種に変更となる。



三養基・鳥栖地区歯科医師会殊遇規則

第　1　条 
　　　　　　この規則は、会則第 8条第 4項及び会則施行規則第 5条第 3項に基づき、
　　　　　　これを定める。

第　2　条
　　　　１　終身会員は本会所定の会費を免除する。ただし、会員としての一切の権
　　　　　　利を失わない。
　　　　２　前項に規定する会費免除の始期は、終身会員になった翌月とする。

第　3　条 
　　　　１　本規則の施行前、平成３１年（2019 年、令和元年）度までに終身会員と
　　　　　　なった者については、本会所定の会費の 1/2 を免除する。ただし、以下
　　　　　　にあげる条件に該当した場合は、本会所定の会費を免除する。
　　　　　　（1）80 歳に達したもの
　　　　　　（2）就業施設を閉院もしくは退職したもの
　　　　２　前項に規定する会費免除の始期は、（1）80 歳に達した翌月、（2）就業
　　　　　　施設を閉鎖もしくは退職した翌月とする。

第　4　条
　　　　　　会則施行規則第 5条第 1項の在籍年数の計算においては、対象となる会
　　　　　　員が、過去に、正会員及び準会員各々の種別を有していた場合は、各在
　　　　　　籍期間を通算する。
　　　　　　ただし、準会員のみでの在籍の場合においては、終身会員としての資格
　　　　　　を有しない。
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附　　則
本規則は令和２年４月１日より施行する。



三養基・鳥栖地区歯科医師会選挙規則

第　1　条　（要　旨） 
　　　　　　この規則は三養基・鳥栖地区歯科医師会会則第 19 条に基づき三養基・鳥
　　　　　　栖地区歯科医師会で行う選挙に関する事項を定める。

第　2　条　（選挙権） 
　　　　　　会則第 8条に規定する正会員で、入会後選挙の日において 60 日を経過し
　　　　　　た者は、本規則の選挙権を有する。

第　3　条　（被選挙権） 
　　　　　　役員の被選挙権は、入会後選挙の日において正会員として引き続き 1年
　　　　　　以上を経過したものでなければならない。但し、会則等により除名され
　　　　　　た者は、この限りではない。

第　4　条　（選挙権の行使） 
　　　　　　選挙権の行使は、理由の如何を問わず委任又は文書によることを認めな
　　　　　　い。

第　5　条　（選挙事務の管理） 
　　　　　　選挙に関する事務は、会則第 40 条の規定により選挙管理委員会が管理
　　　　　　する。

第　6　条　（選挙管理委員会） 
　　　　１　選挙管理委員会は、委員 5名をもって組織する。
　　　　　　委員のうち 1名を県歯選挙管理委員に推薦する。
　　　　２　委員は第 2条と第 3条による選挙権及び被選挙権を有する会員の中から
　　　　　　選出し理事会の議を経て会長が委嘱する。
　　　　３　委員の任期は 2年とし委嘱された年の 7月 1日をもって始期とする。但
　　　　　　し、補欠委員の任期はその前任者の残任期間とする。
　　　　４　前項の規定にかかわらず、委員の任期が満了しても後任者が就任する迄
　　　　　　はその職務を行うものとする。
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　　　　５　選挙管理委員会の委員長及び副委員長各々 1名は、委員の互選により決
　　　　　　める。
　　　　６　委員は在職中会則第 14 条に規定する役員候補となること、又候補者を
　　　　　　推薦することができない。

第　7　条　（選挙管理委員会の事務） 
　　　　　　選挙管理委員会は、役員選挙の執行に関する事務を行う。

第　8　条　（選挙方法） 
　　　　１　会長、及び監事の選挙は、その任期満了の年の 2月の臨時総会において
　　　　　　投票により、これを行う。但し、時宜によりその時期を変更することが
　　　　　　できる。
　　　　２　前項の選挙は、立候補者又は推薦候補者についてこれを行う。

第　9　条　（当選者） 
　　　　１　有効投票中次の投票数をもって当選者とする。
　　　　２　定数 1名の場合は、過半数の得票者、若し過半数の得票がない時は得票
　　　　　　の多い　2名について決選投票を行う。
　　　　３　定数 2名の場合は、高点者より順次得票順に当選者とする。得票同数の
　　　　　　場合は、選挙管理委員長はくじで当選者を決定する。

第　10　条　（選挙期日及び立候補並びに推薦候補届出期日の告示） 
　　　　１　選挙期日及び立候補並びに推薦候補届出期日は、理事会の議を経て会長
　　　　　　は選挙管理委員長に報告をしなければならない。
　　　　２　選挙管理委員長は、会長から報告を受けた時は選挙管理委員会を招集し、
　　　　　　選挙期日 7日前迄に選挙権者に通知しなければならない。
　　　　３　告示の方法は、選挙権者に対して文書等で通知しなければならない。
　　　　４　選挙の事務に関する告示及び通知は、選挙管理委員長で発するものとす
　　　　　　る。

第　11　条　（立候補及び推薦候補の届出） 
　　　　　　役員立候補者は、 第 10 条の規定による届出期日迄に正会員 2 名以上の
　　　　　　推薦文書をもってその立候補の届出を選挙管理委員会に届出なければな
　　　　　　らない。
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附　  則
本規則は平成 25 年 3 月 1 日より施行する。

附　  則
本規則は令和２年４月１日より施行する。

第　12　条 
　　　　　　正会員が候補者を推薦しようとする時は、第 10 条の規定による届出期
　　　　　　日迄に正会員 2名以上の推薦文書をもってその推薦候補の届出を選挙管
　　　　　　理委員会に届出なければならない。

第　13　条 
　　　　　　立候補者又は推薦候補者の届出は締切日の午後 5時迄とする。

第　14　条　（投票によらないで当選者を決定する場合）
　　　　　　候補者が定数を超えない時又は超えなくなった時は総会の議決を経て投
　　　　　　票によらないでその候補者を当選者と決定することができる。

第　15　条　（立候補者及び推薦候補者が無い場合） 
　　　　　　会長及び監事の立候補及び推薦候補者が無かった場合には総会の議を経
　　　　　　て会長及び監事を別段の方法で選ぶことができる。

第　16　条　（佐賀県歯科医師会の代議員及び地区選出理事候補者等の選出） 
　　　　　　佐賀県歯科医師会代議員及び予備代議員並びに地区選出理事候補者の選
　　　　　　出については、県歯の選挙規則を準用する。

第　17　条　
　　　　　　本会会長は、県歯代議員、予備代議員及び地区選出理事候補者の選挙に
　　　　　　おいて当選者が確定したときは、県歯会長に報告する。



役員委員旅費規則

第　1　条 
　　　　　　役員その他の委嘱による者が会務の為出張した時は、日当を支給する。

第　2　条　 
　　　　　　旅費は県の基準表を準用する。

第　3　条 
　　　　　　特に会長が認める時は、この規定にかかわらず実費額まで増額支給する
　　　　　　ことができる。

第　4　条 
　　　　　　出張の要件又は予算の都合により定額を支給し難い場合は、打切旅費と
　　　　　　して減額支給することができる。
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第１章　総　　　則

互助共済会規則

第　1　条　（根　拠） 
　　　　　　この規則は会則第 5条 5項の規定によりこれを設ける。

第　2　条　（名　称） 
　　　　　　この会は三養基鳥栖地区歯科医師会互助共済会（以下共済会）という。

第　3　条　（目　的） 
　　　　　　共済会は会員相互扶助の精神に則り、会員の福祉共済を図ることを目的
　　　　　　とする。

第２章　会　　　員

第　4　条　（会　員）
　　　　　　共済会の会員は、本会の会員とし本会に入会と同時に加入するものとす
　　　　　　る。但し第３種会員については、共済会に加入することができない。

第３章　役　　　員

第　5　条　（役　員） 
　　　　　　共済会の役員は、本会の役員が兼務する。

第　6　条　（任　期） 
　　　　　　共済会役員の任期は、本会役員の任期に準ずる。
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第４章　運　　　営

第　7　条　（共済事項） 
　　　　　　第 3条の目的を達成するために次の事項を行う。
　　　　　　1）会員の死亡共済に関する事項。
　　　　　　2）会員の障害、疾病共済に関する事項。
　　　　　　3）その他の必要な事項。

第　8　条　（負担金） 
　　　　１　会員の負担金は、全て掛け捨てとし毎月 1,000 円を納入しなければなら
　　　　　　ない。
　　　　２　共済入会金は 20 万円とする。

第　9　条　（共済金等の給付）
　　　　１　会員又は会員の家族が次の各号のいずれかに該当する場合は、弔慰金等
　　　　　　を給付する。
　　　　　　1）会員が死亡した場合は、弔慰金 20 万円を給付する他、弔花を供する。
　　　　　　　  但しその金額は理事会において決定する。
　　　　　　2）会員の配偶者が死亡した場合には、弔花を供する。但しその金額は
　　　　　　　  理事会において決定する。
　　　　　　3）会員の父母又は子女が死亡した場合には、弔花を供する。但し会員の
　　　　　　　  配偶者の父母については、同居者に限り弔花を供する。但しその金額
　　　　　　　  は理事会において決定する。
　　　　　　4）会員と同居する会員の祖父母が死亡した場合には、弔花を供する。但
　　　　　　　  しその金額は理事会において決定する。
　　　　２　初盆には供物を供するものとする。
　　　　　　1）第 9条 1の 1）の場合には、2万円又は同額相当の供物。
　　　　　　2）第 9条 1の 2）の場合には、1万円又は同額相当の供物。
　　　　３　会員が病気又は負傷した場合は、見舞金等を贈る。会員が 2週間以上入
　　　　　　院又は自宅療養もしくは休診した場合には、見舞金として 2万円又は同
　　　　　　額相当の見舞品を贈る。
　　　　４　会員の診療所又は住居が被災し損害を受けた時は、災害見舞金を贈る。
　　　　　　但し、その金額は理事会において決定する。
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附　　則
本規則は平成 2年 4月 1日より施行する。

附　　則
本規則は平成 16 年 1 月 1 日より施行する。

附　　則
本規則は平成 20 年 11 月 1 日より施行する。

附　  則
本規則は令和２年４月１日より施行する。

第　10　条　（給付の決定）
　　　　　　この規則にかかわらず特に必要と認める時は理事会で検討しその都度決
　　　　　　めることができる。



入会時納入金・会費規則

第　1　条 
　　　　　　第１種会員は次の入会金、入会時負担金及び会費を納入するものとする。
　　　　　　　入会金　　　　　  50 万円
　　　　　　　運営協力金　　　　30 万円
　　　　　　　互助共済入会金　　20 万円
　　　　　　　会費（月額）　　　 5 千円
第　2　条 
　　　　　　第２種会員は次の入会金、入会時負担金及び会費を納入するものとする。
　　　　　　　入会金　　　　　  30 万円
　　　　　　　互助共済入会金　　20 万円
　　　　　　　会費（月額）　　 　5千円
第　3　条
　　　　　　第３種会員は次の入会金、及び会費を納入するものとする。
　　　　　　　入会金　　　　　  3 万円
　　　　　　　会費（月額）　    3 千円
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附　則
本規則は平成 2年 4月 1日より施行する。

附　則
この改正規則は平成 16 年 1 月 1 日より施行する。

附　則
以上会則及び規則は平成 20 年 11 月 1 日より施行する。

附　則
本規則は、平成 25 年 3 月 1 日より施行する。

附　 則
本規則は令和２年４月１日より施行する。


