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第１章 総則 

（目的） 
第１条 本規程は、立命館大学学友会（以下、本会）に所属する課外自主活動団体（以下、
所属団体）の権利やルールを定めるものである。 
 
（適用範囲） 
第２条 本規程は、所属団体の運営について適用する。 
 
（個人情報保護） 
第３条 所属団体の個人情報の取り扱いについては、『立命館大学学友会個人情報保護に関
する規程』を遵守する。 
 
（活動の支援） 
第４条 所属団体は一定の支援を受けることができる。支援内容については別途定める。 
２ 大学からの支援については立命館大学学生部と協議のうえ決定する。 
 
（構成員） 
第５条 所属団体の構成員は、その過半数が立命館大学の正規課程学部生でなければなら
ない。 
 
（役員） 
第６条 所属団体の代表者・副代表者・会計担当者の役員を各一名ずつ立命館大学の正規課
程学部生の中から選出しなければならない。 
２ 前項に定める役員の兼任は、これを妨げる。 
３ 複数の所属団体における役員の兼任は、これを妨げる。 
 

第２章 区分 

（区分） 
第７条 所属団体は、次の各号に掲げる 4つに区分される。 
一 公認団体 
二 同好会 
三 任意団体 
四 登録団体 
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（機関） 
第８条 所属団体の各区分に共通する権利義務を所管するために、本会中央事務局に調査
企画部を置く。 
２ 調査企画部については、別途これを定める。 
 
（区分による業務の所掌） 
第９条 第７条一号から三号に掲げる各区分独自の権利義務を所管するために、次の各号
に掲げる機関を充てる。 
一 学術本部 
二 学芸総部本部 
三 体育会 
２ 本条に掲げる機関は、各団体の活動内容に合わせて所管業務を分掌する。 
 
（所管の努力義務） 
第 10 条 第８条及び第９条に掲げる各機関（以下、各機関）は、所属団体の活動発展のた
めの支援に努める。 
 

第３章 所属 

（所属） 
第 11 条 本会への所属を証明する手段として「所属団体制度」を設ける。 
 
（新規登録団体審査） 
第 12条 新たに本会へ所属を希望する団体は、新規登録団体審査を受けなければならない。 
２ 新規登録団体審査は、調査企画部が担当する。 
３ 調査企画部は、審査にあたって必要な審査項目を定めることができる。 
４ 新規登録団体審査を通過した団体は、中央事務局長の決裁、中央委員会の承認を経て登
録団体として区分される。 
 

第４章 継続 

（継続） 
第 13 条 所属団体として活動の継続を認める手段として、「継続制度」を設ける。 
 
（継続審査） 
第 14 条 次年度も所属団体として活動の継続の意志がある場合、継続審査受付期間中に継
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続審査を受けなければならない。 
２ 継続審査は、各機関が担当する。 
３ 各機関は、審査にあたって必要な審査項目を定めることができる。 
４ 手続きを行わなかった所属団体は継続の意志が無いものと見なし、原則登録を抹消す
る。 
 

第５章 昇降格・登録抹消 

（昇降格） 
第 15 条 団体区分間の昇降格の要件については、各機関の定めるところによる。 
 
（登録抹消） 
第 16 条 所属団体の都合により登録の抹消を希望する場合、各機関に趣意書を提出するこ
とにより、登録を抹消することができる。 
２ 第６章 遵守事項に重大な違反があった場合及び申請書類に虚偽報告があった場合に
は、各機関は中央委員会の承認をもって所属団体の登録を抹消することができる。 
 

第６章 遵守事項 

（団体の義務） 
第 17 条 所属団体は次の各号に掲げる義務を負う。 
一 立命館大学学則及び諸規程を守る義務 
二 本規程及び本会各機関が定める規程等を尊重し、各機関の決定に従う義務 
三 明朗な会計活動を行う義務 
 
（禁止行為） 
第 18 条 次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 
一 営利を目的とした活動 
二 学内外を問わず、一切の暴力活動 
三 外部団体への勧誘を目的とした団体活動 
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（運営） 
第 19条 所属団体は、次の各号に掲げることを遵守し、誠実に運営されなければならない。 
一 団体活動が民主的に行われていること 
二 所属団体としての責任の所在を明確にすること 
三 一時的ではなく、継続的な活動を行うこと 
四 定期的に学友会ホームページ・メーリングリスト・掲示板などの各機関からの連絡を確
認すること 
五 役員交代など、書類内容、報告などに変更がある場合は、速やかに各機関に報告するこ
と 
 
（ダミー団体） 
第 20 条 同一の構成員で複数の団体を結成し権利拡大を目的とする「ダミー団体」は認め
ない。 
 
附則 
本規程は、中央委員会の承認を受けることにより効力を発揮する。改正に関しては、中央委
員会での承認を必要とする。 
 
 

2008年 4 月 20 日 より施行 
2015年 4 月 10 日 一部改正 
2019年 9 月 24 日 一部改正 
2022 年 9 月 26 日 全部改正 
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Chapter 1 General rules 

（Purpose） 
Article 1 This regulation defines the rights and rules for extracurricular voluntary activity 
organizations (hereinafter referred to as "Affiliated Organizations") affiliated with the 
Ritsumeikan University Student Union (hereinafter referred to as "Student Union"). 
 
（Scope of application） 
Article 2 This regulation will be applied to the administration of the Affiliated Organizations. 
 
（Personal information protection） 
Article 3 The handling and usage of personal information of the Affiliated Organizations 
must be complied by the “Regulation of Personal Information Protection of Ritsumeikan 
University Student Union”. 
 
（Supporting activities） 
Article 4 The Affiliated Organizations shall be eligible to receive a certain level of support. 
The details of the support shall be determined separately. 
2 Support from the university shall be decided after consultation with the Office of Student 
Affairs of Ritsumeikan University. 
 
（Members） 
Article 5 More than half of the members of the organization must be undergraduate students 
of Ritsumeikan University. 
 
（Officers） 
One officer each for the chairperson, vice chairperson, and accountant of the Affiliated 
Organization to which he/she/ze belongs must be elected from among undergraduate 
students of Ritsumeikan University. 
2 The officers stipulated in the preceding paragraph may not hold office concurrently. 
3 No officer may not hold office concurrently of more than one Affiliated Organization. 
 

Chapter 2 Category 

（Category） 
Article 7 Affiliated Organization are categorized into the following four categories. 
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(i) Recognized organizations 
(ii) Semi-authorized organizations 
(iii) Voluntary organizations 
(iv) Registered organizations 
 
（Authority） 
Article 8   The Department of Marketing Planning will be established in the Central 
Administration to take charge of the rights and obligations common to each category of the 
Affiliated Organizations. 
2 The regulation for the Department of Marketing Planning will be separately established. 
 
（Rights and obligations by category） 
Article 9 The following authorities shall be appointed to have jurisdiction over the rights 
and obligations unique to each of the classifications listed in items (i) through (iii) in Article 
7. 
(i) Headquarters of Academic Organizations 
(ii) Headquarters of Arts and Sciences Organizations 
(iii) Headquarters of Athletic Organizations 
2 The authorities listed in this Article shall divide the duties under their jurisdiction in 
accordance with the activities of each organization. 
 
（Obligation to endeavor to fulfill duties） 
Article 10 Each of the Authorities listed in Articles 8 and 9 (hereinafter referred to as "each 
authorities") shall endeavor to support the development of the activities of its Affiliated 
Organizations. 
 

Chapter 3 Affiliation 

（Affiliation） 
Article 11 Affiliated Organization System will be established as a means to prove the 
affiliation with the Student Union. 
 
（Examination of New Registered Organization） 
Article 12 Newly registered organizations that wish be affiliated with the Society shall 
undergo the Screening of New Registered Organizations. 
2  The Department of Marketing Planning will be in charge of  the Screening of New 



Approval The 18th Central Standing Committee（21st September, 2022） 
 Approval The 16th Central Committee（26th September, 2022） 

Registered Organizations. 
3  The Department of Marketing Planning has the right to establish the screening criteria. 
4 Organization that have passed the Screening of New Registered Organizations will be 
categized as the Registered Organization through the approval of the Director-General of the 
Central Administration, and Central Committee. 
 

Chapter 4 Continuing 

（Continuing） 
Article 13  The Continuing System will be established as a means to approve the 
continuation of activities as an Affiliated Organization. 
 
（Continuation Screening） 
Article 14  If the Affiliated Organization intends to continue its activities as an Affiliated 
Organization in the following year, it must undergo a Continuation Screening during the 
reception period. 
2 The Continuation Screening will be done by each authority. 
3 Each authority has the right to establish the screening criteria. 
4 Affiliated Organizations which have not followed the necessary procedure will be regarded 
as having no intention to continue its activities as an Affiliated Organization and in principle 
will be deregistered. 
 

Chapter 5 Upgrade / Downgrade / Deregistration 

（Upgrade / Downgrade） 
Article 15  The requirements for the upgrade and downgrade between categories will be 
established by each authorities. 
 
（Deregistration） 
Article 16 If Affiliated Organization wishes to be deregistered, they will be able to do so by 
submitting a letter of intent to its designated authority. 
2 Each authority will be able to deregister an Affiliated Organization through the approval 
of the Central Committee in the case of a serious violation of the Compliance in Chapter 6 or 
a deception in application documents. 
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Chapter 6 Compliance 

（Obligation of Affiliated Organization） 
Article 17 Affiliated Organizations must undertake the following obligations 
(i) Obligation to adhere to the Ritsumeikan University School Regulation and other 

rules and regulations 
(ii) Obligation to respect this regulation and the rules and regulations established by 

each authority of the Student Union, and to follow the decision of each authority 
(iii) Obligation to conduct transparent accounting activities 
 
（Forbidden activities） 
Article 18 The following activities are forbidden. 
(i) All profit-making activities 
(ii) All violent activities, whether on or off campus 
(iii) All activities as an organization for the purpose of recruiting to external 

organizations 
 
（Operation) 
Article 19 The Affiliated Organizations shall be operated with integrity and in compliance 
with the following items. 
(i) The activities of the organization shall be conducted democratically. 
(ii) The responsibilities of the Affiliated Organization shall be clearly defined. 
(iii) Activities shall be carried out on a continuous basis, not on a temporary basis 
(iv) Regularly check the Student Union website, mailing list, bulletin board, and other 

messages from various authorities 
(v)  Promptly report to the respective authorities any changes in the contents of 

documents, reports, etc., such as a change of officers, etc. 
 
(Dummy Organization) 
Article 20 "Dummy organizations" that are formed by the same members to expand their 
rights by forming multiple organizations shall not be allowed. 
 
Supplementary Provisions 
These Regulation shall take effect upon approval by the Central Committee.  Amendments 
shall be subject to the approval of the Central Committee. 
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April 20, 2008  Effective as of April 20, 2008 
April 10, 2015  Partially amended 

September 24, 2019  Partially amended 
September 26, 2022,  Fully amended. 
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