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神戸市薬剤師会兵庫地区会則 

本則 
 

本会則は本則と付則及び細則とからなる。 
 

第１章 総則 
 

第１条 本会は神戸市薬剤師会兵庫地区（通称兵庫区薬剤師会）と称し、事務局を置くことがで

きる。 

第２条 本会は日本薬剤師会及び兵庫県薬剤師会に包含され、神戸市薬剤師会に所属する。 

第３条 神戸市兵庫区に於いて在住又は勤務する者、および元在住又は勤務していた者（※）で、

本会の目的に賛同する正会員と賛助会員によって組織する。 

    ※ 兵庫区薬剤師会特別 B会員…理事会にて承認を受け、他支部において日本薬剤師会

会員であること。会費は、B会員に準ずる。 

 

第２章 目的及び事業 
 

第１条 本会は調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上

及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する任務を負うと共に、本会会員の

団結を図り、親睦並びに福祉を増進させ、併せて薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め

ると共に、薬学及び薬業の進歩発展を図ることを目的とする。 

第２条 本会は、第１条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

第１項 薬学進歩の助成及び薬業発展の促進に関する事項 

第２項 薬剤師職能の向上に関する事項 

第３項 公衆衛生の普及指導に関する事項 

第４項 薬事衛生の向上普及に関する事項 

第５項 学校保健に関する事項 

第６項 社会保険に関する事項 

第７項 優良医薬品の普及及び流通の適正化に関する事項 

第８項 会員の文化の向上、相互扶助及び福祉増進に関する事項 



 
第９項 機関紙刊行に関する事項 

第１０項 医薬品等の試験及び環境衛生の検査に関する事項 

第１１項 医薬品の調剤、備蓄及び医薬品情報に関する事項 

第１２項 その他目的達成に必要な事項 

 

第３章 会員の義務 
 

第１条 本会会員は、本会の会則並びに議決事項を遵守し、その目的達成に協力すると共に所定

の会費及び負担金を納付する義務を負うものとする。 

第２条 会長は、会員に事由ありと認めるときは、理事会の承認を経て第１条の会費及び負担金

を減免することが出来る。 

第３条 本会に入会をしようとする者は、入会金、会費及び負担金を添えて、所定の様式による

入会申込書を本会の会長に提出の上、新規入会者説明委員会の承認を得なければならな

い。 

第４条 本会の全ての会員は、１つ以上の委員会に所属しなければならない。 

第５条 本会会員で届け出事項に異動が生じたとき、本会に速やかに届け出をしなければならな

い。 

第６条 本会を退会しようとする者は所定の手続きを行う。また、細則にて退会時会費を規定す

る。 

第７条 会員は、次の各項のいずれかに該当する場合には、会員たる資格を失う。           

第１項 会員より退会の申し出があった場合 

第２項 会員が死亡したとき 

第３項 会員が除名されたとき  

第８条 会員は、次の各項のいずれかに該当するとき、理事会に計り、戒告又は除名する事が出         

来る。 

第１項 薬剤師の倫理に違反し、本会の名誉を毀損した者。 

第２項 本会の会則又は決議に違反し、秩序を乱した者。 

第３項 正当な理由なく本会所定の会費又は負担金を支払う義務を怠った者。 

 
 
 
 



第４章 役員及び理事 
 
第１条 本会に次の役員を置く。 

     会長    １名 

     副会長  若干名 

     理事   若干名 

     監事   ２名 

第２条 その他役員は、必要に応じて会長が任命する。 

第３条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

第４条 副会長は、会長が任命する。 

第５条 会長は会務を遂行出来ないときは、予め副会長より会長代理を任命し、会務を遂行させ

ることが出来る。 

第６条 副会長は会長を補佐し、会務を分掌する。 

第７条 理事は会計、会務を分掌する。 

第８条 監事は、会計を監査する。 

第９条 本会は、相談役を置くことが出来る。 

第１項 本会の会長、副会長の経験者とする。 

第２項 本会の会務に助言を求める。 

第１０条 本会は、顧問を招聘する事が出来る。 

第１項 顧問は本会会員以外の有識者に依頼する。 

第２項 本会の会務に助言を求める。 

第３項 顧問の選出は、理事会で諮り総会で議決する。 

第１１条 会長及び監事の選出は、会員の中から選挙により選出する。 

第１項 選挙規定は細則で定める。 

第２項 立候補者がいない場合は役員で選考委員会を組織し、役員候補を指名する。 

第３項 選考委員会で指名された役員候補は、総会において承認を得なければならない。 

第１２条 理事及び会計は会長、副会長協議により会員の中から推薦し、総会で承認を得るものと

する。 

第１３条 各委員会の委員長は、会長が指名する。 

 
 
 



第１４条 役員及び委員の任期は２年とし、改選の行われた４月１日から起算し、再任は妨げない。 

第１項 会長については５期（１０年）を限度とする。 

第２項 役員は任期終了後も後任者が就任するまではその職務を行う。 

第１５条 役員に欠員が生じたときは、会長が代理を指名する。 

第１項 代理役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 
 

第５章 会議 
 
第１条 会議は、総会及び理事会の２種とする。 

第２条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

第１項 定時総会は毎事業年度の終了後、３ヶ月以内に会長が招集する。 

第２項 会長は、必要ありと認めるとき又は理事会で出席者の過半数が必要と認めると

き、臨時総会を招集することが出来る。 

第３項 会員は、臨時総会を開くよう会長に請求することが出来る。但し、この場合、

臨時総会開催の目的を書面にし、会員総数５分の１以上の賛同者の署名を必要

とする。 

第４項 会長は、定時総会を開催するとき、開催の日時・場所を指定し、開催の日より

１４日以前に会員に通知しなければならない。 

第３条 総会は、出席者と委任状を合わせ総員の２分の１以上で成立する。 

第４条 総会の議決は出席者及び委任状の過半数をもって決するものとする。 

第５条 本会会則の改定は、総会出席者の過半数の賛同を得なければならない。 

第６条 総会には理事会の承認の上、傍聴者を同席させることが出来る。 

第７条 総会の議長は出席者の中より選出する。 

第８条 総会の議長は出席者の中から議事録署名人を指名する。 

第９条 理事会は理事をもって構成し、会長又は理事の過半数が必要と認めるとき、開催するこ

とが出来る。 

第１項 理事会は出席者と委任状を合わせ総員の２分の１以上で成立する。 

第２項 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 

第３項 必要に応じ、理事会は委員長、相談役及び顧問の出席を求めることが出来る。 

 
 



 
第１０条 会長は、次に掲げる事項を作成し、総会の決議又は承認を得なければならない。 

第１項 事業報告 

第２項 会務報告 

第３項 委員会報告 

第４項 決算報告 

第５項 事業計画 

第６項 予算計画 

第７項 その他、重要な事項 

第１１条 会長は総会で決議又は承認された事項を速やかに会員に通知しなければならない。 

第１２条 次の事項は、理事会の審議を経なければならない。 

第１項 総会に提出する議案 

第２項 総会に報告すべき事項 

第３項 その他会務に関し重要な事項 

 

第６章 委員会 
 
第１条 会長は必要と認められるとき、委員会を設置する事が出来る。 

 

第７章 会計及び事業年度 
 

第１条 本会の経費は、会費・入会金・配当金・寄付金及びその他の収入をこれに充てる。 

第２条 本会の会計及び事業年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第３条 本会会計に特別会計を設けることが出来る。 

 

第８章 外部団体関係 
 

第１条 神戸市薬剤師会代議員及び予備代議員の選出は、第４章（第１２条）に準ずる。 

第２条 兵庫県薬剤師国民健康保険組合会議員の選出は、第４章（第１２条）に準ずる。 

 
 
 



第９章 その他 
 
第１条 本会会則において特に定めなき事項については、その都度理事会において協議決定し、

本則等に加えることが出来る。 

第２条 本会会則及び本会運営上の事項で疑義が生じた場合は、理事会において協議し、総会の

議決によってこれを決する。 

第３条 本会会則は、理事会の決議において付則を定めることが出来る。 

第４条 本会は兵庫県医薬品小売商業組合の存在を認識し、相互に協力しなければならない。 

第５条 本会は学校薬剤師会の存在を認識し、統括しなければならない。 

 

第１０章 附則 
 
第１条 本会会則施行に必要な細則は、理事会の議決により別に定めることが出来る。 

第２条 本会は神戸市薬剤師会においては、兵庫地区となる。 

第３条 本会の運営に影響ある非常事態においては、予め定められた指示に従う。 

第４条 本会会則は、平成１０年１２月１０日より施行する。 

 
 

          平成１２年 ５月１１日 一部改正 

          平成１３年 ６月 ９日 一部改正 

          平成１５年 ５月２４日 一部改正 

          平成１７年 ５月２８日 一部改正 

          平成２０年 ５月１７日 一部改正 

平成２３年 ５月１４日 一部改正 

平成２５年 ５月２５日 一部改正 

          平成２６年 ５月２４日 一部改正 

          平成２９年 ５月２０日 一部改正 

          令和元年  ５月２５日 一部改正 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

兵庫区薬剤師会会則細則 

 

第 3章・第 1条 
（会員資格） 

 平成 25 年度以降は“個人会員”とし、4 月 1 日時点で“A”又は“B”が決定され、その後、“A→B” 

又は“B→A”に変更になっても会費額は変更なし。 

 

 第3章・第 3条 
（入会金） 
 兵庫県薬剤師会 Ａ会員    ￥ ２０，０００ 
         Ｂ会員    ￥  ５，０００ 

＊ 既に会員の有資格者で変更（新規開設、開設者変更等）のある者 
→ 入会金不要 
 

 神戸市薬剤師会 Ａ・Ｂ会員  ￥ １０，０００ 
   
兵庫区薬剤師会 Ａ・Ｂ会員  ￥ １０，０００ 
＊ 但し、新規開局 Ａ会員   ￥３００，０００ 

 
 （年会費） 

 Ａ会員 Ｂ会員 

日本薬剤師会 ￥ １８，０００ ￥ ７，０００ 

兵庫県薬剤師会 ￥ ６６，１００ ￥２１，２００ 

神戸市薬剤師会 ￥  ９，０００ ￥ ９，０００ 

兵庫区薬剤師会 ￥ １２，０００ ￥１２，０００ 

年会費合計 ￥１０５，１００ ￥４９，２００ 

 

（兵庫区薬剤師会 事業負担金 事業所毎に）…前期に全額徴収 

 保険薬局 一般薬局・薬店 

事業負担金 ￥ １８，０００ ￥  ６，０００ 

（神戸市薬剤師会 事業負担金  事業所毎に）…前期に全額徴収 

事業負担金 ￥ １８，０００ 

（薬剤師連盟費 Ａ会員）…前期に全額徴収 

薬剤師連盟 ￥ １４，８００ 

 
 
 



 
 （会費等の納付） 

会費の納付は、原則として 1 年分を一括して前納。6 月末までに一括納付。分割納付する場合は、

年 2 回とし、納付月は、6 月末・12 月末とし、6 ヵ月分を前納する。 

但し、事業負担金と薬剤師連盟費は 6 月末までに 1 年分を一括納付とする。 

納付手数料は、振込人負担とする。また、納付期日を厳守しない場合は、督促状を送付の上、延

滞料を戴くこともあり得る。 

新規入会者については、日本薬剤師会・兵庫県薬剤師会・神戸市薬剤師会は 9 月末までの入会

者は全額、10 月以降の入会者は半額とし、兵庫区薬剤師会会費は入会該当月分より年度末 3 月

迄を一括して納める。 

 
 

第 3章・第 6条 
 （退会時の返却） 

兵庫区薬剤師会を退会する場合は、退会月の翌月分より返却する。但し、入会金及び事業負担金

は返却しない。また、日本薬剤師会・兵庫県薬剤師会・神戸市薬剤師会の年会費は返金しない。 

 

 

第 4章・第 5条 
   （副会長の権限） 
    会長の権限において、本会の目的及び事業達成を妨げる場合は、副会長協議の上、 
    会長を更迭する事ができる。また、会長が、自らその職務を辞する場合は、副会長全   

員の賛同を必要とする。 
 
第 4章・第 11条 
   （選挙規定） 
    会長及び監事の選挙は、3月上旬までに公示し、3月下旬までに投票とする。但し、投

票は公示日より１５日目に行う。 
   （選挙委員会） 
    本会の会員の立候補とする。 
 
第 4章・第 14条 
  （会長の任期） 
   会長の任期は満７０歳を限度とし、任期中にこれを越えてはならない。 
      任期 5期（10年）については、理事全員の承認にて 1期追加することができる。 
 
第５章・第９条 
   （議長） 
    理事会の議長は、会長または副会長とする。また、議長は出席者の中から議事録署名人

を指名する。 
 
 



 
第６章・第１条 
   （委員会） 
    事業年度において、必要に応じて各委員会を設ける。 
 
第 10章・第 3条 
   （非常時の報告の義務と対応） 
    地域を分割し、会員自らか、又はその縁者、又はこれを発見した会員が、速やかに 

会長又は地区担当理事に連絡を取るものとする。 
 


