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公益財団法人中村元東方研究所事務局運営規程 
 

執行部決定 平成１５年６月４日 

改正 平成１７年６月１４日 

改正 平成２５年６月２５日 

改正 平成２６年６月２０日 

改正 平成３１年２月１２日 

改正 令和３年 ４月 １日 

 

 

第１章 総則 
 

（目的） 

第１条 公益財団法人中村元東方研究所（以下「本法人」という。）は、公益財団法人中

村元東方研究所定款第２条、および公益財団法人中村元東方研究所定款施行細則第２

条の趣旨に従い、事務局の運営を規定する。 

 

（所管する事項） 

第２条 事務局は、中村元東方研究所（以下「研究所」という。）および東方学院（以下

「学院」という。）にかかる研究及び教授の内容を除く、法人の全ての事務を所管す

る。 

２ 前項の事務は、以下の各号の事項とする。 

(１) 官公署との折衝 

(２) 財産の運営 

(３) 寄付金の運営および管理 

(４) 補助金の運営および管理 

(５) 経理 

(６) 人事の管理 

(７) 理事会、評議員会ならびに役員会に関する庶務 

(８) 研究所に関する庶務 

(９) 役員、職員ならびに維持会員、賛助会員、普通会員その他法人の運営への援助

をする者に対する庶務 

(１０) 学院の研究会員の管理 

(１１) 学院の講座の運営および管理 

(１２) 法人、研究所または学院の行う行事 

(１３) 研究紀要『東方』その他、法人・研究所ならびに学院による刊行物の編集お

よび発行 

(１４) その他必要な事務 

 

 



- 2 - 

 

第２章 職員 

（事務局職員） 

第３条 法人は事務局の職員（以下「事務局職員」という。）と事務嘱託を置く。 

(１) 総務    １名 

(２) 副総務   １名 

(３) 主事   若干名 

  （４） 主事補  若干名 

(５) 主務   若干名 

(６) 事務局員 若干名 

(７) 事務嘱託 若干名 

２ 前項の職員は理事長の辞令によって任ずる。ただし、(７)の職員は委嘱状によって

委嘱する。 

 

（総務） 

第４条 総務は、事務局に常勤し、本規程第２条に規定される事務を総括し、理事長を補

佐する。 

２ 総務は、理事長が理事、評議員または常勤の研究職員の中から推薦し、所定の手続

を経て選任する。 

３ 総務は、副総務により報告された事務に関する事項を理事長に報告しなければなら

ない。 

４ 総務は、理事長が出張、入院など事情によりその任務を遂行できない場合には、そ

の任務の代行者とする。 

５ 総務の任期は、任命された翌々年の会計年度の末日までとする。ただし再任を妨げ

ない。 

 

（副総務） 

第５条 副総務は、事務局に常勤し、本規程第２条に規定される事務を総括し、総務を補

佐する。 

２ 副総務は、理事長が理事、評議員または常勤の研究職員の中から推薦し、所定の手

続を経て選任する。 

３ 副総務は、主事以下事務局員により報告された事務に関する事項を総務に報告しな

ければならない。 

４ 副総務は、総務が出張、入院など事情によりその任務を遂行できない場合には、そ

の任務の代行者とする。 

５ 副総務の任期は、任命された翌々年の会計年度の末日までとする。ただし再任を妨

げない。 

 

（主事） 

第６条 主事は、事務局に常勤し、本規程第２条に規定される事務を分掌し、総務・副総
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務を補佐する。 

２ 主事は、総務が事務職員の中から推薦し、所定の手続を経て選任する。 

３ 事務の分掌は、総務・副総務の指示により行う。 

４ 主事は、それぞれの分掌する事項に関する事務を行う事務局員より、その事務の報

告を受け、これを総務・副総務に報告しなければならない。 

５ 主事の任期は、任命された翌々年の会計年度の末日までとする。ただし再任を妨げ

ない。 

 

（主事補） 

第７条 主事補は、事務局に常勤し、本規程第２条に規定される事務を分掌し、主事を補

佐する。 

２ 主事補は、総務が事務職員の中から推薦し、所定の手続を経て選任する。 

３ 事務の分掌は、総務の・副総務の指示により行う。 

４ 主事補は、それぞれの分掌する事項に関する事務を行う事務局員より、その事務の

報告を受け、これを総務・副総務に報告しなければならない。 

５ 主事補の任期は、任命された翌々年の会計年度の末日までとする。ただし再任を妨

げない。 

 

（事務局員） 

第８条 事務局員は、事務局に勤務し、本規程第２条に規定される事務を分掌し、総務・

総務の業務を補佐する。 

２ 事務局員は、書類選考・面接によって選定し、所定の手続を経て選任する。 

３ 事務の分掌は、総務・副総務の指示により行う。なおその際、総務は必要に応じて

分掌の責任者を選任し主務を命ずることができる。 

４ 事務局員は、各自の分掌する事務について、総務・副総務に報告しなければならな

い。 

 

（事務嘱託） 

第９条 事務嘱託は、事務局に勤務し、法人の事務を分掌し、総務・副総務・主事・主事

鋪および事務局員を補佐する。 

２ 事務嘱託は、総務が事務局員のみによる事務の執行に不足を認めた場合、適宜の者

を推薦し、執行部の議を経て委嘱する。 

３ 事務の分掌は、総務の指示により行う。 

４ 事務嘱託は、各自の分掌する業務の報告を、当該の業務を分轄する総務・副総務・

主事・主事鋪および分掌する事務局員に行わなければならない。 

５ 事務嘱託の任期は、その必要に応じて個々に決定する。ただし再任を妨げない。 

 

（任期の延長） 

第１０条 事務局職員の任期の延長は、総務・副総務の議により建議しその報告を受けた

執行部の議を経て決定する。 
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（報酬） 

第１１条 法人は、事務局職員に給与または手当を支給する。 

２ 前項の詳細については別に定める。 

 

（義務） 

第１２条 事務局職員は、以下の各号の義務を負う。 

(１) 法人の設立理念に違うことなく、またその名誉を汚さないこと。 

(２) 事務局に常勤し、各自の所管する事項の事務に当たること。 

(３) 各日の業務の報告を、全事務局職員にすること。 

(４) 各自の所管する業務において機密に属することを、総務・副総務ならびに 

当該の業務を管轄する者以外の事務局職員に漏らさないこと。 

 

（解任） 

第１３条 総務は、事務局職員の中、次の各号に該当する者について、その解任を提起す

ることができる。 

(１) 本人から辞退の申し出があった場合。 

(２) 事務能力の不足から事務局職員として業務が遂行できないと判断された場合。 

(３) 本規程に定められた諸義務を履行せず、事務局職員として不適当と判断された

場合。 

(４) 法を犯すことによって懲役刑またはそれに代わる刑罰を受けた場合。 

(５) 法人および研究所、学院または創立者などの名誉を著しく汚すような行為があ

った場合。 

２ 前項における解任は、執行部の議を経て理事長により行うものとする。 

 

第３章 職員の勤務 

 

（勤務時間） 

第１４条 事務局職員の勤務時間は原則として午前１０時から午後５時４５分までとす 

   る。 

２ 前項の時間は、事務所の開設時間とする。 

３ 事務局は、業務の必要上、第１項に定めた勤務時間外に事務局員が勤務することを

制限しない。 

 

（出勤の管理） 

第１５条 事務局職員が事務の必要上事務所に出勤した場合には、報酬の有無にかかわら

ず、出勤簿にその出勤時刻および退勤時刻を記さなければならない。 

２ 事務局職員の出欠勤については、本規程第２条第２項第６号を分掌する者が、毎月

総務に報告なければならない。 

 

（出張） 
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第１６条 事務局職員が事務の必要上出張をする場合には、その旨を総務まで届け、その

許可を得なければならない。 

２ 出張の詳細については別に定める。 

 

（他所での勤務） 

第１７条 事務局職員は、出張とは別にその必要上、事務所以外の場所において事務を行

うことを制限されない。 

２ 総務を除き、前項により事務所以外の場所において勤務をした場合には、その勤務

内容について、当該の事項を所管する上位の職に対し逐次報告しなければならない。 

３ 前項の勤務を行った者は、その事由および勤務時間を、規程第２条第２項第６号を

所管する総務に対し報告しなければならない。 

 

（欠勤） 

第１８条 事務局職員が欠勤をする場合には、その旨を総務まで届け、その許可を得なけ

ればならない。 

２ 総務は前項に関する許可の権限を、預め他の事務局職員に委ねることができる。 

 

第４章 雑則 

 

（公印の管理） 

第１９条 公印の管理者は総務もしくは総務から委任された者とする。 

２ 前項における公印とは以下の各号のものとする。 

(１) 登記印 

(２) 公益財団法人中村元東方研究所印 

(３) 公益財団法人中村元東方研究所理事長印 

(４) 公益財団法人中村元東方研究所総括研究員印 

(５) 公益財団法人中村元東方研究所東方学院長印 

３ 公印の押印者は総務とする。ただし、事情により総務以外の者が押印をする場合に

は、第１項による公印の管理者に対して押印すべき書類を明らかにし、その許可を得

なければならない。 

４ 前項による総務以外の公印の押印者は、理事長を除く他、如何なる理由があっても

事務局職員以外の者としてはならない。 

５ 第３項において公印を使用した場合には、その使用の報告を総務ならびに第１項に

よる公印の管理者にし、押印された書類の副本を事務局に保管しなければならない。 

 

（執行部への報告） 

第２０条 総務は、事務局の以下の各号に関する事項について、執行部に報告しなければ

ならない。 

(１) 事務局の所管する事務の状況 

(２) 事務局職員の採否、昇任などの人事 
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(３) 事務局職員の懲罰 

(４) 事務局の規程類の改廃 

(５) その他、必要な事項 

 

（事務局職員への通知） 

第２１条 総務は、事務局の以下の各号に関する事項について、事務局職員に通知しなけ

ればならない。 

(１) 事務局の所管する事務の状況 

(２) 事務局職員の任用、昇任などの人事 

(３) 事務局職員の懲罰 

(４) 事務局の規程類の改廃 

(５) その他、必要な事項 

 

（改廃） 

第２２条 本細則の改廃は、総務の提起により執行部の議を経て理事長が行う。 

 

 附則 

この細則は、平成１５年６月４日から施行する。 

 

 附則 

この細則は、平成１６年６月１日から施行する。（第４条改正。） 

 

 附則 

この細則は、平成１７年６月１４日から施行する。（第５条、第６条、第７条改正。） 

 

 附則 

この規程は、平成２５年６月２５日から施行する。（第１条より第２３条まで改正。） 

 

 附則 

この規程は、平成２６年６月２０日から施行する。（第３条改正。） 

 

 附則 

この規程は、平成３１年２月１２日から施行する。（第３条、第６条および第７条から第

２３条まで改正。） 

 

 附則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。（第３条改正、第４条削除とそれに伴う、

各条の文言改正および、第５条から第２２条の条文番号繰り上げ。） 

 


