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一般一般一般一般社団法人社団法人社団法人社団法人    日本義肢協会日本義肢協会日本義肢協会日本義肢協会    定款定款定款定款    

    

    

第１章第１章第１章第１章    総総総総則則則則    

    

（名（名（名（名    称）称）称）称）    

第１第１第１第１条条条条    この法人この法人この法人この法人は、は、は、は、一般一般一般一般社団法人日本義肢協会社団法人日本義肢協会社団法人日本義肢協会社団法人日本義肢協会（以下「本協会」という。）（以下「本協会」という。）（以下「本協会」という。）（以下「本協会」という。）と称する。と称する。と称する。と称する。    

    

（事務所）（事務所）（事務所）（事務所）    

第２条第２条第２条第２条    本協会は、本協会は、本協会は、本協会は、主たる主たる主たる主たる事務所を東京都文京区に置く。事務所を東京都文京区に置く。事務所を東京都文京区に置く。事務所を東京都文京区に置く。    

２２２２    本協会は、総会の議決を経て、各地本協会は、総会の議決を経て、各地本協会は、総会の議決を経て、各地本協会は、総会の議決を経て、各地区区区区に支部を置くことができる。に支部を置くことができる。に支部を置くことができる。に支部を置くことができる。    

    

                                                            第第第第 2222 章章章章            目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業    

    

（目（目（目（目    的）的）的）的）    

第３条第３条第３条第３条    本協会は、身体障害者本協会は、身体障害者本協会は、身体障害者本協会は、身体障害者の社会復帰を促進するため、義肢装具等の研究開発をの社会復帰を促進するため、義肢装具等の研究開発をの社会復帰を促進するため、義肢装具等の研究開発をの社会復帰を促進するため、義肢装具等の研究開発を推推推推

進し、技術の向上を図り、もって身体障害者の福祉進し、技術の向上を図り、もって身体障害者の福祉進し、技術の向上を図り、もって身体障害者の福祉進し、技術の向上を図り、もって身体障害者の福祉に寄与することを目的とする。に寄与することを目的とする。に寄与することを目的とする。に寄与することを目的とする。    

    

（事（事（事（事    業）業）業）業）    

第４条第４条第４条第４条    本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。    

一一一一    製品の材質改善、製法規格の製品の材質改善、製法規格の製品の材質改善、製法規格の製品の材質改善、製法規格の適正化に関する共同研究適正化に関する共同研究適正化に関する共同研究適正化に関する共同研究    

二二二二    製品の研究開発を助長するため、必要に応じ医学、工学その他必要部門に製品の研究開発を助長するため、必要に応じ医学、工学その他必要部門に製品の研究開発を助長するため、必要に応じ医学、工学その他必要部門に製品の研究開発を助長するため、必要に応じ医学、工学その他必要部門についついついついてててて

それぞれの権威者をそれぞれの権威者をそれぞれの権威者をそれぞれの権威者を招聘し、招聘し、招聘し、招聘し、会員に対し会員に対し会員に対し会員に対し講習会の開催講習会の開催講習会の開催講習会の開催ををををすることすることすることすること等等等等による知識技術による知識技術による知識技術による知識技術

の向上と普及の向上と普及の向上と普及の向上と普及    

三三三三    義肢装具の知識と技術向上に必要な研究成果等について本協会の刊行誌に掲載義肢装具の知識と技術向上に必要な研究成果等について本協会の刊行誌に掲載義肢装具の知識と技術向上に必要な研究成果等について本協会の刊行誌に掲載義肢装具の知識と技術向上に必要な研究成果等について本協会の刊行誌に掲載

することによる情報提供することによる情報提供することによる情報提供することによる情報提供    

四四四四    外国の製品に関する情報、資料の外国の製品に関する情報、資料の外国の製品に関する情報、資料の外国の製品に関する情報、資料の蒐集蒐集蒐集蒐集    

五五五五    政府の関係機関に対し、その行政施策に必要な政府の関係機関に対し、その行政施策に必要な政府の関係機関に対し、その行政施策に必要な政府の関係機関に対し、その行政施策に必要な現実現実現実現実に即した諸資料のに即した諸資料のに即した諸資料のに即した諸資料の提供等提供等提供等提供等協力協力協力協力    

六六六六    会員相互の連絡調整会員相互の連絡調整会員相互の連絡調整会員相互の連絡調整    

七七七七    その他本協会の目的を達成するに必要な事業その他本協会の目的を達成するに必要な事業その他本協会の目的を達成するに必要な事業その他本協会の目的を達成するに必要な事業    

２２２２    前項の事業は、本邦及び海外において行う。前項の事業は、本邦及び海外において行う。前項の事業は、本邦及び海外において行う。前項の事業は、本邦及び海外において行う。    

    

第第第第 3333 章章章章    会会会会    員員員員    

    

（会員の種類）（会員の種類）（会員の種類）（会員の種類）    
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第５条第５条第５条第５条    本協会は、次の会員をもって構成する。本協会は、次の会員をもって構成する。本協会は、次の会員をもって構成する。本協会は、次の会員をもって構成する。    

一一一一    正会員正会員正会員正会員    本協会の目的に賛同して入会した個人又本協会の目的に賛同して入会した個人又本協会の目的に賛同して入会した個人又本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体は団体は団体は団体    

二二二二    賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員    本協会の事業を本協会の事業を本協会の事業を本協会の事業を賛助するため入会した個人又賛助するため入会した個人又賛助するため入会した個人又賛助するため入会した個人又は団体は団体は団体は団体    

三三三三    名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者された者された者された者    

２２２２        前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下（以下（以下（以下

「一般法「一般法「一般法「一般法人法」という。）人法」という。）人法」という。）人法」という。）上の社員とする。上の社員とする。上の社員とする。上の社員とする。    

    

（入（入（入（入    会）会）会）会）    

第６条第６条第６条第６条    正会員又は賛助会員正会員又は賛助会員正会員又は賛助会員正会員又は賛助会員としてとしてとしてとして入会しようとする者は、入会しようとする者は、入会しようとする者は、入会しようとする者は、理事会の議決理事会の議決理事会の議決理事会の議決を経て、理事を経て、理事を経て、理事を経て、理事会会会会

が別に定める入会申込書により、理事長が別に定める入会申込書により、理事長が別に定める入会申込書により、理事長が別に定める入会申込書により、理事長（第（第（第（第 23232323 条第３項に定める代表理事をいう。以下条第３項に定める代表理事をいう。以下条第３項に定める代表理事をいう。以下条第３項に定める代表理事をいう。以下

同じ。）同じ。）同じ。）同じ。）に申し込まなければならない。に申し込まなければならない。に申し込まなければならない。に申し込まなければならない。ただし、ただし、ただし、ただし、前前前前条第３号に規定する名誉会員を除く。条第３号に規定する名誉会員を除く。条第３号に規定する名誉会員を除く。条第３号に規定する名誉会員を除く。    

２２２２    入会は、総会が入会は、総会が入会は、総会が入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が

本人に通知するものとする。本人に通知するものとする。本人に通知するものとする。本人に通知するものとする。    

    

（会（会（会（会    費）費）費）費）    

第７条第７条第７条第７条    正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。    

２２２２    賛助会員は、総会において賛助会員は、総会において賛助会員は、総会において賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。別に定める賛助会費を納入しなければならない。別に定める賛助会費を納入しなければならない。別に定める賛助会費を納入しなければならない。    

    

（任意退会）（任意退会）（任意退会）（任意退会）    

第８条第８条第８条第８条    会員は、理事会が別に定める退会届を、理事長に提出して任意にいつでも退会す会員は、理事会が別に定める退会届を、理事長に提出して任意にいつでも退会す会員は、理事会が別に定める退会届を、理事長に提出して任意にいつでも退会す会員は、理事会が別に定める退会届を、理事長に提出して任意にいつでも退会す

ることができる。ることができる。ることができる。ることができる。    

    

（除（除（除（除    名）名）名）名）    

第９条第９条第９条第９条    会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名

することができる。することができる。することができる。することができる。    

一一一一    本協会の定款又は規則に違反したとき本協会の定款又は規則に違反したとき本協会の定款又は規則に違反したとき本協会の定款又は規則に違反したとき    

二二二二    本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき    

三三三三    その他除名すべき正当な事由があるときその他除名すべき正当な事由があるときその他除名すべき正当な事由があるときその他除名すべき正当な事由があるとき    

    

（会員の資格喪失）（会員の資格喪失）（会員の資格喪失）（会員の資格喪失）    

第第第第 10101010 条条条条    会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。    

一一一一    退退退退会したとき会したとき会したとき会したとき    

二二二二    死亡し、若しくは失踪宣告死亡し、若しくは失踪宣告死亡し、若しくは失踪宣告死亡し、若しくは失踪宣告を受け、を受け、を受け、を受け、又は会員である団体が消滅したとき又は会員である団体が消滅したとき又は会員である団体が消滅したとき又は会員である団体が消滅したとき    

三三三三    ２年以上会費を滞納したとき２年以上会費を滞納したとき２年以上会費を滞納したとき２年以上会費を滞納したとき    

四四四四 除名されたとき除名されたとき除名されたとき除名されたとき    

五五五五    総正会員が同意したとき総正会員が同意したとき総正会員が同意したとき総正会員が同意したとき    
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（拠出金品の不返還）（拠出金品の不返還）（拠出金品の不返還）（拠出金品の不返還）    

第第第第 11111111 条条条条    既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。    

        

                                                                    第第第第 4444 章章章章    総総総総    会会会会    

    

((((種種種種    別別別別))))    

第第第第 11112222 条条条条    本協会の本協会の本協会の本協会の社員社員社員社員総会総会総会総会（以下「総会」という。）（以下「総会」という。）（以下「総会」という。）（以下「総会」という。）は、は、は、は、定時定時定時定時総会及び臨時総会の総会及び臨時総会の総会及び臨時総会の総会及び臨時総会の２２２２種種種種

類とする。類とする。類とする。類とする。    

    

((((構構構構    成成成成))))    

第第第第 11113333 条条条条    総会は、正会員をもって構成する。総会は、正会員をもって構成する。総会は、正会員をもって構成する。総会は、正会員をもって構成する。    

２２２２    前項の総会をもって、前項の総会をもって、前項の総会をもって、前項の総会をもって、一般法人法一般法人法一般法人法一般法人法上の総会とする。上の総会とする。上の総会とする。上の総会とする。    

    

((((権権権権    限限限限))))    

第第第第 11114444 条条条条    総会は、総会は、総会は、総会は、次の事項について決議する。次の事項について決議する。次の事項について決議する。次の事項について決議する。    

    一一一一    社員の除名社員の除名社員の除名社員の除名    

    二二二二    理事及び監事の選任又は解任理事及び監事の選任又は解任理事及び監事の選任又は解任理事及び監事の選任又は解任    

    三三三三    理事及び監事の報酬等の額理事及び監事の報酬等の額理事及び監事の報酬等の額理事及び監事の報酬等の額    

    四四四四    貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認    

    五五五五    定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

    六六六六    解散及び残余財産の処分解散及び残余財産の処分解散及び残余財産の処分解散及び残余財産の処分    

    七七七七    その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項    

    

((((開開開開    催催催催))))    

第第第第 11115555 条条条条    定時定時定時定時総会は、毎年総会は、毎年総会は、毎年総会は、毎年度１度１度１度１回回回回５５５５月に開催する月に開催する月に開催する月に開催するほか、必要がある場合に臨時総会をほか、必要がある場合に臨時総会をほか、必要がある場合に臨時総会をほか、必要がある場合に臨時総会を

開催する開催する開催する開催する。。。。    

２２２２    臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。                                                            

    一一一一    理事会が必要と認め招集の請求をしたとき理事会が必要と認め招集の請求をしたとき理事会が必要と認め招集の請求をしたとき理事会が必要と認め招集の請求をしたとき    

    二二二二    総総総総正会員の正会員の正会員の正会員の議決権の５議決権の５議決権の５議決権の５分の分の分の分の１１１１以上以上以上以上の議決権を有する正会員はの議決権を有する正会員はの議決権を有する正会員はの議決権を有する正会員は、、、、理事長理事長理事長理事長に対し、総に対し、総に対し、総に対し、総

会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。    

    

（招（招（招（招    集）集）集）集）    

第第第第 11116666 条条条条    総会は、総会は、総会は、総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、法令に特段の定めがある場合を除き、法令に特段の定めがある場合を除き、法令に特段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。理事長が招集する。理事長が招集する。理事長が招集する。    

２２２２    理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から 33330000日日日日以以以以内内内内に臨時総に臨時総に臨時総に臨時総

会を招集しな会を招集しな会を招集しな会を招集しなけけけけれれれればばばばならない。ならない。ならない。ならない。    



- 4 - 

 

３３３３    総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審審審審議事項を議事項を議事項を議事項を記記記記載した書載した書載した書載した書面面面面をををを

もって、もって、もって、もって、少少少少なくともなくともなくともなくとも二二二二週間週間週間週間前前前前ままままでにでにでにでに通通通通知しな知しな知しな知しなけけけけれれれればばばばならない。ならない。ならない。ならない。    

    

((((議議議議    長長長長))))    

第第第第 11117777条条条条    総会の議長は、その総会に総会の議長は、その総会に総会の議長は、その総会に総会の議長は、その総会におおおおいていていていて出席出席出席出席した正会員のした正会員のした正会員のした正会員の中中中中から選から選から選から選出出出出する。する。する。する。    

    

((((定定定定足数足数足数足数))))    

第第第第 11118888条条条条    総会は、総会は、総会は、総会は、総正会員の議決権を有する総正会員の議決権を有する総正会員の議決権を有する総正会員の議決権を有する正会員の正会員の正会員の正会員の過半数過半数過半数過半数のののの出席出席出席出席がながながながなけけけけれれれればばばば開催す開催す開催す開催す

ることができない。ることができない。ることができない。ることができない。    

    

((((議決議決議決議決権権権権))))    

第第第第 11119999条条条条    総会に総会に総会に総会におけおけおけおける議決権は、る議決権は、る議決権は、る議決権は、正正正正会員１名につき１会員１名につき１会員１名につき１会員１名につき１個個個個とする。とする。とする。とする。    

    

((((決決決決    議議議議))))    

第第第第 22220000条条条条    総会の総会の総会の総会の決議決議決議決議は、は、は、は、総正会員の議決権の総正会員の議決権の総正会員の議決権の総正会員の議決権の過半数過半数過半数過半数を有する正会員がを有する正会員がを有する正会員がを有する正会員が出席出席出席出席し、し、し、し、出席出席出席出席しししし

た当該正会員の議決権のた当該正会員の議決権のた当該正会員の議決権のた当該正会員の議決権の過半数過半数過半数過半数をもって行う。をもって行う。をもって行う。をもって行う。    

２２２２    前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかかわわわわららららずずずず、次に掲、次に掲、次に掲、次に掲げげげげる決議は、総正会員のる決議は、総正会員のる決議は、総正会員のる決議は、総正会員の半数半数半数半数以上であって、総以上であって、総以上であって、総以上であって、総

正会員正会員正会員正会員の議決権の３分の２以上に当たるの議決権の３分の２以上に当たるの議決権の３分の２以上に当たるの議決権の３分の２以上に当たる多数多数多数多数をもって行う。をもって行う。をもって行う。をもって行う。    

    一一一一    社員の除名社員の除名社員の除名社員の除名    

    二二二二    監事の解任監事の解任監事の解任監事の解任    

    三三三三    定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

    四四四四    解散解散解散解散    

    五五五五    その他法令で定められた事項その他法令で定められた事項その他法令で定められた事項その他法令で定められた事項    

３３３３    理事又は監事を選任する議理事又は監事を選任する議理事又は監事を選任する議理事又は監事を選任する議案案案案を決議するにを決議するにを決議するにを決議するに際際際際しては、しては、しては、しては、候補候補候補候補者者者者ごごごごとに第１項の決議とに第１項の決議とに第１項の決議とに第１項の決議

を行を行を行を行わわわわななななけけけけれれれればばばばならない。理事又は監事のならない。理事又は監事のならない。理事又は監事のならない。理事又は監事の候補候補候補候補者の合計者の合計者の合計者の合計数数数数が第が第が第が第 23232323 条に定める定条に定める定条に定める定条に定める定数数数数をををを

上回る場合には、上回る場合には、上回る場合には、上回る場合には、過半数過半数過半数過半数のののの賛賛賛賛成を成を成を成を得得得得たたたた候補候補候補候補者の者の者の者の中中中中からからからから得票数得票数得票数得票数のののの多多多多いいいい順順順順に定に定に定に定数数数数のののの枠枠枠枠にににに

達する達する達する達するままままでの者を選任することとする。での者を選任することとする。での者を選任することとする。での者を選任することとする。    

    

((((書書書書面面面面表決等表決等表決等表決等))))    

第第第第 22221111 条条条条    総会に総会に総会に総会に出席出席出席出席できない正会員は、あらかじめできない正会員は、あらかじめできない正会員は、あらかじめできない正会員は、あらかじめ通通通通知知知知さささされた事項について書れた事項について書れた事項について書れた事項について書面面面面をもをもをもをも

っっっって表決し、又は他の正会員をて表決し、又は他の正会員をて表決し、又は他の正会員をて表決し、又は他の正会員を代代代代理人として表決を理人として表決を理人として表決を理人として表決を委委委委任することができる。任することができる。任することができる。任することができる。    

２２２２    前項の場合に前項の場合に前項の場合に前項の場合におけおけおけおける前る前る前る前３３３３条の規定の適条の規定の適条の規定の適条の規定の適用用用用については、その正会員はについては、その正会員はについては、その正会員はについては、その正会員は出席出席出席出席したものしたものしたものしたもの

ととととみみみみなす。なす。なす。なす。        

    

((((議事議事議事議事録録録録))))    

第第第第 22222222 条条条条    総会の議事については、総会の議事については、総会の議事については、総会の議事については、法令に定めるとこ法令に定めるとこ法令に定めるとこ法令に定めるところろろろにより、により、により、により、議事議事議事議事録録録録をををを作作作作成しな成しな成しな成しなけけけけれれれれ
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ばばばばならない。ならない。ならない。ならない。                            

２２２２    前項の前項の前項の前項の議事議事議事議事録録録録には、議長及びその会議には、議長及びその会議には、議長及びその会議には、議長及びその会議おおおおいて選任いて選任いて選任いて選任さささされた議事れた議事れた議事れた議事録署録署録署録署名人名人名人名人 2222 名が名が名が名が署署署署名、名、名、名、

押印押印押印押印しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならない。ならない。ならない。ならない。    

    

第第第第 5555 章章章章    役役役役    員員員員    等等等等    

    

（（（（役員の設置役員の設置役員の設置役員の設置））））    

第第第第 22223333 条条条条    本協会に、次の役員を置く。本協会に、次の役員を置く。本協会に、次の役員を置く。本協会に、次の役員を置く。    

一一一一    理事理事理事理事    １０人以上１０人以上１０人以上１０人以上１４１４１４１４人以内人以内人以内人以内    

    二二二二    監事監事監事監事    ２人２人２人２人以内以内以内以内    

２２２２    理事のうち、１人を理事長、１理事のうち、１人を理事長、１理事のうち、１人を理事長、１理事のうち、１人を理事長、１人を副理事長、１人を常務理事及び人を副理事長、１人を常務理事及び人を副理事長、１人を常務理事及び人を副理事長、１人を常務理事及び１人を会計１人を会計１人を会計１人を会計担当担当担当担当理理理理

事とする。事とする。事とする。事とする。    

３３３３    前項の理事長をもって前項の理事長をもって前項の理事長をもって前項の理事長をもって一般法人法一般法人法一般法人法一般法人法上の代表理事とし、副理事長、常務理事及び会計上の代表理事とし、副理事長、常務理事及び会計上の代表理事とし、副理事長、常務理事及び会計上の代表理事とし、副理事長、常務理事及び会計担担担担

当当当当理事をもって、同法第理事をもって、同法第理事をもって、同法第理事をもって、同法第 91919191 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 2222 号の業務執行理事とする。号の業務執行理事とする。号の業務執行理事とする。号の業務執行理事とする。    

    

（役員の選（役員の選（役員の選（役員の選任）任）任）任）    

第第第第 22224444 条条条条    理事及び監事は、総会理事及び監事は、総会理事及び監事は、総会理事及び監事は、総会の決議の決議の決議の決議において選任する。において選任する。において選任する。において選任する。    

２２２２    理事長、副理事長、常務理事及び会計理事長、副理事長、常務理事及び会計理事長、副理事長、常務理事及び会計理事長、副理事長、常務理事及び会計担当担当担当担当理事は、理事の中から理事は、理事の中から理事は、理事の中から理事は、理事の中から理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて選定選定選定選定

する。する。する。する。    

３３３３    理事及び監事は、相互に兼ねることができない。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。    

    

（（（（理事の職理事の職理事の職理事の職務務務務及び権限及び権限及び権限及び権限））））    

第第第第 22225555 条条条条    理事は、理事会を構成し、法令理事は、理事会を構成し、法令理事は、理事会を構成し、法令理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行及びこの定款で定めるところにより、職務を執行及びこの定款で定めるところにより、職務を執行及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。する。する。する。    

２２２２    理事長は、理事長は、理事長は、理事長は、法令及びこの定款の定めるところによ法令及びこの定款の定めるところによ法令及びこの定款の定めるところによ法令及びこの定款の定めるところによりりりり、本協会を代表し、その業務を執、本協会を代表し、その業務を執、本協会を代表し、その業務を執、本協会を代表し、その業務を執

行行行行する。する。する。する。    

３３３３    副理事長は、理事長を補佐し、副理事長は、理事長を補佐し、副理事長は、理事長を補佐し、副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本協会の業理事会において別に定めるところにより、本協会の業理事会において別に定めるところにより、本協会の業理事会において別に定めるところにより、本協会の業

務を分担執行する。務を分担執行する。務を分担執行する。務を分担執行する。    

４４４４    常務理事常務理事常務理事常務理事及び会計担当理事及び会計担当理事及び会計担当理事及び会計担当理事は、は、は、は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業理事会において別に定めるところにより、本協会の業理事会において別に定めるところにより、本協会の業理事会において別に定めるところにより、本協会の業

務を分担執行する。務を分担執行する。務を分担執行する。務を分担執行する。    

    

((((監事の職務及び権限監事の職務及び権限監事の職務及び権限監事の職務及び権限))))    

第第第第22226666条条条条        監事は監事は監事は監事は、理事の職務を監査し、理事の職務を監査し、理事の職務を監査し、理事の職務を監査し、、、、法令で定めるところにより監査報告を作成する。法令で定めるところにより監査報告を作成する。法令で定めるところにより監査報告を作成する。法令で定めるところにより監査報告を作成する。    

２２２２    監事は、いつでも、理事及び使用人に対し監事は、いつでも、理事及び使用人に対し監事は、いつでも、理事及び使用人に対し監事は、いつでも、理事及び使用人に対してててて事業の報告を求事業の報告を求事業の報告を求事業の報告を求め、本協会の事業及び財め、本協会の事業及び財め、本協会の事業及び財め、本協会の事業及び財

産の状況を調査することができる。産の状況を調査することができる。産の状況を調査することができる。産の状況を調査することができる。    

３３３３    監事は、第１項監事は、第１項監事は、第１項監事は、第１項の報告をするため必要があるときの報告をするため必要があるときの報告をするため必要があるときの報告をするため必要があるときは、は、は、は、法令で定めるところにより法令で定めるところにより法令で定めるところにより法令で定めるところにより理事理事理事理事
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会会会会をををを招集すること招集すること招集すること招集することができるができるができるができる。。。。    

    

（（（（役員の任役員の任役員の任役員の任期）期）期）期）    

第第第第 22227777 条条条条    理事理事理事理事の任期は、の任期は、の任期は、の任期は、選任後選任後選任後選任後２年２年２年２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時総会の終結の時まで時総会の終結の時まで時総会の終結の時まで時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。とする。ただし、再任を妨げない。とする。ただし、再任を妨げない。とする。ただし、再任を妨げない。    

２２２２    監事の任期は、選任後４監事の任期は、選任後４監事の任期は、選任後４監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総

会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。    

３３３３    補欠により選任された補欠により選任された補欠により選任された補欠により選任された理事理事理事理事の任期は、前任者の任期は、前任者の任期は、前任者の任期は、前任者の残任期間とする。の残任期間とする。の残任期間とする。の残任期間とする。    

４４４４    理事又は監事理事又は監事理事又は監事理事又は監事は、は、は、は、第第第第 23232323 条条条条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又はに定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又はに定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又はに定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任辞任辞任辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としてのにより退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としてのにより退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としてのにより退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての

権利義務を有する。権利義務を有する。権利義務を有する。権利義務を有する。    

    

（役員の解（役員の解（役員の解（役員の解任）任）任）任）    

第第第第 22228888 条条条条    役員が次の各号の一に該当するときは、総会において解任することができる。役員が次の各号の一に該当するときは、総会において解任することができる。役員が次の各号の一に該当するときは、総会において解任することができる。役員が次の各号の一に該当するときは、総会において解任することができる。    

一一一一    心心心心身身身身のののの故障故障故障故障のため職務の執行にのため職務の執行にのため職務の執行にのため職務の執行に堪え堪え堪え堪えないとないとないとないと認認認認められるときめられるときめられるときめられるとき    

二二二二    職務上の義職務上の義職務上の義職務上の義務違反その他役員として務違反その他役員として務違反その他役員として務違反その他役員としてふふふふささささわわわわしくない行為があるとしくない行為があるとしくない行為があるとしくない行為があると認認認認められるときめられるときめられるときめられるとき    

    

（（（（役員の役員の役員の役員の報報報報酬等酬等酬等酬等））））    

第第第第 29292929 条条条条    役員役員役員役員にににには、は、は、は、その職務執行の対その職務執行の対その職務執行の対その職務執行の対価価価価として報として報として報として報酬等酬等酬等酬等をををを支給支給支給支給することができる。することができる。することができる。することができる。    

２２２２    役員には役員には役員には役員には、、、、費用を費用を費用を費用を弁済弁済弁済弁済することができる。することができる。することができる。することができる。    

３３３３        第２第２第２第２項に関し必要な事項は、項に関し必要な事項は、項に関し必要な事項は、項に関し必要な事項は、総会総会総会総会の議決にの議決にの議決にの議決によりよりよりより定める。定める。定める。定める。    

    

((((顧問顧問顧問顧問))))    

第第第第 33330000 条条条条    本協会に本協会に本協会に本協会に顧問顧問顧問顧問をををを若若若若干干干干名名名名置くことができる。置くことができる。置くことができる。置くことができる。    

２２２２    顧問顧問顧問顧問は、理事会のは、理事会のは、理事会のは、理事会の決議を経て決議を経て決議を経て決議を経て理事長が理事長が理事長が理事長が委嘱委嘱委嘱委嘱する。する。する。する。    

３３３３    顧問顧問顧問顧問はははは、本協会の、本協会の、本協会の、本協会の重重重重要な事項について、理事長の要な事項について、理事長の要な事項について、理事長の要な事項について、理事長の諮問諮問諮問諮問にににに応応応応じて意じて意じて意じて意見見見見をををを述述述述べるものとすべるものとすべるものとすべるものとす

る。る。る。る。    

４４４４    顧問顧問顧問顧問に対して、総会において定める総に対して、総会において定める総に対して、総会において定める総に対して、総会において定める総額額額額のののの範囲範囲範囲範囲内で、総会において別に定める報内で、総会において別に定める報内で、総会において別に定める報内で、総会において別に定める報酬等酬等酬等酬等

のののの支給支給支給支給の基準にの基準にの基準にの基準に従従従従ってってってって算算算算定した定した定した定した額額額額を報を報を報を報酬等酬等酬等酬等としてとしてとしてとして支給支給支給支給することができる。することができる。することができる。することができる。    

５５５５    前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかかわわわわららららずずずず、、、、費用は、費用は、費用は、費用は、理事会において理事会において理事会において理事会において別に定めるとこ別に定めるとこ別に定めるとこ別に定めるところによりろによりろによりろにより支給支給支給支給するするするする

ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。    

    

第第第第６６６６章章章章    理理理理    事事事事    会会会会    

    

（構（構（構（構    成）成）成）成）    

第第第第 33331111 条条条条    本協会に理事会を置く。本協会に理事会を置く。本協会に理事会を置く。本協会に理事会を置く。    
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２２２２        理事会は、すべての理事理事会は、すべての理事理事会は、すべての理事理事会は、すべての理事をもって構成する。をもって構成する。をもって構成する。をもって構成する。    

    

（権（権（権（権    限限限限））））    

第第第第 33332222 条条条条    理事会は、この定款に別に定めるものの理事会は、この定款に別に定めるものの理事会は、この定款に別に定めるものの理事会は、この定款に別に定めるもののほほほほか、次の事項を議決する。か、次の事項を議決する。か、次の事項を議決する。か、次の事項を議決する。    

一一一一    本協会の業務執行の決定本協会の業務執行の決定本協会の業務執行の決定本協会の業務執行の決定    

二二二二    理事長、副理事長、常務理事及び会計担当理事の選定理事長、副理事長、常務理事及び会計担当理事の選定理事長、副理事長、常務理事及び会計担当理事の選定理事長、副理事長、常務理事及び会計担当理事の選定並並並並びに解職びに解職びに解職びに解職    

三三三三    理事の職務の執行の監理事の職務の執行の監理事の職務の執行の監理事の職務の執行の監督督督督    

四四四四    総会に総会に総会に総会に付付付付議すべき事項議すべき事項議すべき事項議すべき事項    

五五五五    総会の議決した事項の執行に関する事項総会の議決した事項の執行に関する事項総会の議決した事項の執行に関する事項総会の議決した事項の執行に関する事項    

六六六六    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項    

    

（（（（種類種類種類種類及び及び及び及び開催開催開催開催））））    

第第第第 33333333 条条条条    理理理理事会は、通常理事会と事会は、通常理事会と事会は、通常理事会と事会は、通常理事会と臨臨臨臨時理事会の２時理事会の２時理事会の２時理事会の２種種種種とする。とする。とする。とする。    

２２２２    通常理事会は、通常理事会は、通常理事会は、通常理事会は、毎毎毎毎事業年度に４事業年度に４事業年度に４事業年度に４箇月箇月箇月箇月をををを超え超え超え超える間る間る間る間隔隔隔隔でででで２２２２回開催回開催回開催回開催する。する。する。する。    

３３３３    臨臨臨臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に時理事会は、次の各号の一に該当する場合に時理事会は、次の各号の一に該当する場合に時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催開催開催開催する。する。する。する。    

一一一一    理事長が必要と理事長が必要と理事長が必要と理事長が必要と認認認認めたときめたときめたときめたとき    

二二二二    理事から会理事から会理事から会理事から会議の目的である事項を議の目的である事項を議の目的である事項を議の目的である事項を記載記載記載記載した書した書した書した書面面面面をもって招集のをもって招集のをもって招集のをもって招集の請請請請求があったとき求があったとき求があったとき求があったとき    

三三三三    法令の規定により法令の規定により法令の規定により法令の規定により、監事から招、監事から招、監事から招、監事から招集の集の集の集の請請請請求があったとき求があったとき求があったとき求があったとき    

    

（招（招（招（招    集）集）集）集）    

第第第第 33334444 条条条条    理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。理事会は、理事長が招集する。    

２２２２    理事長は、前条第３項第２号理事長は、前条第３項第２号理事長は、前条第３項第２号理事長は、前条第３項第２号又は又は又は又は第３号に該当する場合は、その第３号に該当する場合は、その第３号に該当する場合は、その第３号に該当する場合は、その日日日日から１４から１４から１４から１４日日日日以内に以内に以内に以内に

臨臨臨臨時理事会を招集しなければならない。時理事会を招集しなければならない。時理事会を招集しなければならない。時理事会を招集しなければならない。    

３３３３    理事理事理事理事会を招集するときは、会議の会を招集するときは、会議の会を招集するときは、会議の会を招集するときは、会議の日日日日時、場時、場時、場時、場所所所所、目的及び、目的及び、目的及び、目的及び審審審審議事項を議事項を議事項を議事項を記載記載記載記載した書した書した書した書面面面面をもをもをもをも

って、って、って、って、少少少少なくとも７なくとも７なくとも７なくとも７日日日日前までに前までに前までに前までに各理事及び各監事に各理事及び各監事に各理事及び各監事に各理事及び各監事に通知しなければならない。通知しなければならない。通知しなければならない。通知しなければならない。    

    

((((決決決決    議議議議))))    

第第第第 33335555条条条条    理事会の決議は、理事会の決議は、理事会の決議は、理事会の決議は、決議について決議について決議について決議について特特特特別別別別のののの利利利利害害害害関関関関係係係係を有するを有するを有するを有する理事を除く理事の理事を除く理事の理事を除く理事の理事を除く理事の過半過半過半過半数数数数

が出が出が出が出席席席席し、そのし、そのし、そのし、その過半過半過半過半数をもって行う。数をもって行う。数をもって行う。数をもって行う。    

２２２２    一般法人法第一般法人法第一般法人法第一般法人法第 96969696 条条条条の要の要の要の要件件件件を満たしたときは、理事会を満たしたときは、理事会を満たしたときは、理事会を満たしたときは、理事会の決議があったものとの決議があったものとの決議があったものとの決議があったものとみみみみなす。なす。なす。なす。    

    

（議（議（議（議    長）長）長）長）    

第第第第 33336666 条条条条    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事会の議長は、理事長がこれに当たる。    

    

（議事（議事（議事（議事録録録録））））    

第第第第 33337777条条条条    理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録録録録を作成するを作成するを作成するを作成する。。。。    
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２２２２    出出出出席席席席した理事長及び監事はした理事長及び監事はした理事長及び監事はした理事長及び監事は、前項の議事、前項の議事、前項の議事、前項の議事録録録録にににに記記記記名名名名押印押印押印押印する。する。する。する。    

    

第第第第７７７７章章章章    財産及び会計財産及び会計財産及び会計財産及び会計    

    

（財産の構成）（財産の構成）（財産の構成）（財産の構成）    

第第第第33338888条条条条    本協会の本協会の本協会の本協会の目的である事業を行うために必要な財産として理事会で定めたものを基目的である事業を行うために必要な財産として理事会で定めたものを基目的である事業を行うために必要な財産として理事会で定めたものを基目的である事業を行うために必要な財産として理事会で定めたものを基

本本本本財産財産財産財産ととととする。する。する。する。    

    

（財（財（財（財産の産の産の産の管管管管理）理）理）理）    

第第第第 39393939 条条条条    本協会の財産は、理事長が本協会の財産は、理事長が本協会の財産は、理事長が本協会の財産は、理事長が管管管管理し、その理し、その理し、その理し、その方方方方法は、法は、法は、法は、理事会で別に理事会で別に理事会で別に理事会で別に定めるところによ定めるところによ定めるところによ定めるところによ

るるるる。。。。    

    

（経費の（経費の（経費の（経費の支弁支弁支弁支弁））））    

第第第第 44440000 条条条条    本協会の経費は、財産をもって本協会の経費は、財産をもって本協会の経費は、財産をもって本協会の経費は、財産をもって支弁支弁支弁支弁する。する。する。する。    

    

（（（（事業事業事業事業年度）年度）年度）年度）    

第第第第 44441111 条条条条    本協会の本協会の本協会の本協会の事業事業事業事業年度は、年度は、年度は、年度は、毎毎毎毎年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに始始始始まりまりまりまり翌翌翌翌年年年年３３３３月月月月 31313131日日日日に終に終に終に終わわわわる。る。る。る。    

    

（事業計（事業計（事業計（事業計画画画画及び及び及び及び収支収支収支収支予算予算予算予算））））    

第第第第 44442222 条条条条    本協本協本協本協会の事業計会の事業計会の事業計会の事業計画画画画及びこれに及びこれに及びこれに及びこれに伴伴伴伴うううう予算予算予算予算に関する書に関する書に関する書に関する書類類類類は、理事長が作成し、は、理事長が作成し、は、理事長が作成し、は、理事長が作成し、毎毎毎毎事業事業事業事業

年度年度年度年度開始開始開始開始前に、理事会の議決を受けなければならない。これを前に、理事会の議決を受けなければならない。これを前に、理事会の議決を受けなければならない。これを前に、理事会の議決を受けなければならない。これを変更変更変更変更する場合も同する場合も同する場合も同する場合も同様様様様とすとすとすとす

る。る。る。る。    

    

（事業報告及び決（事業報告及び決（事業報告及び決（事業報告及び決算算算算））））    

第第第第 44443333 条条条条    本協会の事業報告及び決本協会の事業報告及び決本協会の事業報告及び決本協会の事業報告及び決算算算算は、は、は、は、毎毎毎毎事業事業事業事業年度終了後、年度終了後、年度終了後、年度終了後、理事長が次の書理事長が次の書理事長が次の書理事長が次の書類類類類を作成し、を作成し、を作成し、を作成し、

監事の監査を受けた監事の監査を受けた監事の監査を受けた監事の監査を受けた上上上上で、で、で、で、理事会の理事会の理事会の理事会の承認承認承認承認を受けなければならない。を受けなければならない。を受けなければならない。を受けなければならない。    

    一一一一    事業報告事業報告事業報告事業報告    

    二二二二    事業報告の事業報告の事業報告の事業報告の付属明細付属明細付属明細付属明細書書書書    

    三三三三    貸借貸借貸借貸借対対対対照照照照表表表表    

    四四四四    損益損益損益損益計計計計算算算算書書書書((((正正正正味味味味財産財産財産財産増減増減増減増減計計計計算算算算書書書書))))    

    五五五五    貸借貸借貸借貸借対対対対照照照照表及び表及び表及び表及び損益損益損益損益計計計計算算算算書書書書((((正正正正味味味味財産財産財産財産増減増減増減増減計計計計算算算算書書書書))))のののの附属明細附属明細附属明細附属明細書書書書    

２２２２    前項の前項の前項の前項の承認承認承認承認を受けた書を受けた書を受けた書を受けた書類類類類のうち、第１号、第３号及び第４号の書のうち、第１号、第３号及び第４号の書のうち、第１号、第３号及び第４号の書のうち、第１号、第３号及び第４号の書類類類類については、定時については、定時については、定時については、定時

総会に提出し、第１号の書総会に提出し、第１号の書総会に提出し、第１号の書総会に提出し、第１号の書類類類類についてはについてはについてはについてはその内その内その内その内容容容容を報告し、その他の書を報告し、その他の書を報告し、その他の書を報告し、その他の書類類類類はははは承認承認承認承認を受けを受けを受けを受け

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

３３３３    第１第１第１第１項の書項の書項の書項の書類類類類ののののほほほほか、か、か、か、主主主主たる事務たる事務たる事務たる事務所所所所に、定款に、定款に、定款に、定款、、、、社員名社員名社員名社員名簿簿簿簿及び監査報告及び監査報告及び監査報告及び監査報告をををを５年間５年間５年間５年間備え備え備え備え置置置置

くくくくものとする。ものとする。ものとする。ものとする。    
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第第第第８８８８章章章章    定款の変更及び解散定款の変更及び解散定款の変更及び解散定款の変更及び解散    

    

（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）    

第第第第 44444444 条条条条    この定款は、総会におこの定款は、総会におこの定款は、総会におこの定款は、総会においていていていて総正会員の総正会員の総正会員の総正会員の半半半半数以上であって、数以上であって、数以上であって、数以上であって、正会員正会員正会員正会員の議決権のの議決権のの議決権のの議決権の４分４分４分４分

の３以上のの３以上のの３以上のの３以上の決議決議決議決議を経を経を経を経なければなければなければなければ変更変更変更変更することができない。することができない。することができない。することができない。    

    

（解（解（解（解    散散散散））））    

第第第第 44445555 条条条条    本協会は、本協会は、本協会は、本協会は、総会総会総会総会の決議その他法令の決議その他法令の決議その他法令の決議その他法令で定められた事由により解で定められた事由により解で定められた事由により解で定められた事由により解散散散散する。する。する。する。    

    

（残（残（残（残余余余余財産の財産の財産の財産の処処処処分）分）分）分）    

第第第第 44446666 条条条条    本協会本協会本協会本協会がががが清算清算清算清算をする場合においてをする場合においてをする場合においてをする場合において残残残残余余余余財産は、総会財産は、総会財産は、総会財産は、総会の決議をの決議をの決議をの決議を経経経経てててて、、、、公益公益公益公益社団法人社団法人社団法人社団法人

及び及び及び及び公益公益公益公益財団法人の財団法人の財団法人の財団法人の認認認認定定定定等等等等に関する法律第に関する法律第に関する法律第に関する法律第 5555条第条第条第条第11117777号に号に号に号に掲掲掲掲げる法人又はげる法人又はげる法人又はげる法人又は国国国国若しくは若しくは若しくは若しくは地方地方地方地方

公共公共公共公共団体に団体に団体に団体に贈与贈与贈与贈与するするするするものとする。ものとする。ものとする。ものとする。    

    

第第第第 9999章章章章    事事事事    務務務務    局局局局    

    

（設置（設置（設置（設置等等等等））））    

第第第第 44447777 条条条条    本協会の事務を本協会の事務を本協会の事務を本協会の事務を処処処処理するため、事務理するため、事務理するため、事務理するため、事務局局局局を設置する。を設置する。を設置する。を設置する。    

２２２２    事務事務事務事務局局局局には、事務には、事務には、事務には、事務局局局局長及び長及び長及び長及び所所所所要の職員を置く。要の職員を置く。要の職員を置く。要の職員を置く。    

３３３３    事務事務事務事務局局局局長及び長及び長及び長及び重重重重要な要な要な要な職員は、理事長が職員は、理事長が職員は、理事長が職員は、理事長が理事会の決議を経て理事会の決議を経て理事会の決議を経て理事会の決議を経て任任任任免免免免する。する。する。する。ただし、その他ただし、その他ただし、その他ただし、その他

の職員は理事長が任の職員は理事長が任の職員は理事長が任の職員は理事長が任免免免免する。する。する。する。    

４４４４    事務事務事務事務局局局局のののの組織組織組織組織及び及び及び及び運営運営運営運営に関し必要な事に関し必要な事に関し必要な事に関し必要な事項は、項は、項は、項は、理事会理事会理事会理事会の議決を経て、理事長が別に定めの議決を経て、理事長が別に定めの議決を経て、理事長が別に定めの議決を経て、理事長が別に定め

る。る。る。る。    

    

（（（（備え付備え付備え付備え付けけけけ帳簿帳簿帳簿帳簿及び書及び書及び書及び書類類類類））））    

第第第第 44448888 条条条条    主主主主たるたるたるたる事務事務事務事務所所所所には、には、には、には、法令に定めるところにより法令に定めるところにより法令に定めるところにより法令に定めるところにより、、、、次に次に次に次に掲掲掲掲げるげるげるげる帳簿帳簿帳簿帳簿及び書及び書及び書及び書類類類類をををを備え備え備え備え

ておかなければならない。ておかなければならない。ておかなければならない。ておかなければならない。    

一一一一    定定定定    款款款款    

二二二二    会員名会員名会員名会員名簿簿簿簿及び会員の及び会員の及び会員の及び会員の異動異動異動異動に関する書に関する書に関する書に関する書類類類類    

三三三三    理事、監事及び職員の名理事、監事及び職員の名理事、監事及び職員の名理事、監事及び職員の名簿簿簿簿及び及び及び及び履歴履歴履歴履歴書書書書    

四四四四    許許許許可、可、可、可、認認認認可可可可等等等等及び及び及び及び登記登記登記登記に関する書に関する書に関する書に関する書類類類類    

五五五五    定款に定める定款に定める定款に定める定款に定める機機機機関の議事に関する書関の議事に関する書関の議事に関する書関の議事に関する書類類類類    

六六六六    収益収益収益収益、、、、費用費用費用費用に関するに関するに関するに関する帳簿帳簿帳簿帳簿及び及び及び及び証証証証拠書拠書拠書拠書類類類類    

七七七七    資産、資産、資産、資産、負債負債負債負債及び正及び正及び正及び正味味味味財産の状況を財産の状況を財産の状況を財産の状況を示示示示す書す書す書す書類類類類    
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                                                                第第第第 10101010章章章章    公公公公告の告の告の告の方方方方法法法法    

    

（（（（公公公公告の告の告の告の方方方方法）法）法）法）    

第第第第 44449999 条条条条    本協会の本協会の本協会の本協会の公公公公告は、告は、告は、告は、電子公電子公電子公電子公告により行う。告により行う。告により行う。告により行う。    

２２２２    事事事事故故故故その他その他その他その他やむやむやむやむをををを得得得得ない事由によってない事由によってない事由によってない事由によって電子公電子公電子公電子公告をすることができない場合は、告をすることができない場合は、告をすることができない場合は、告をすることができない場合は、官官官官報に報に報に報に

より行う。より行う。より行う。より行う。    

    

第第第第 11111111章章章章        雑雑雑雑    則則則則    

    

（（（（委委委委    任）任）任）任）    

第第第第 55550000 条条条条    この定款に定めるもののこの定款に定めるもののこの定款に定めるもののこの定款に定めるもののほほほほか、本協会のか、本協会のか、本協会のか、本協会の運営運営運営運営に必要な事項は、に必要な事項は、に必要な事項は、に必要な事項は、理事会及び理事会及び理事会及び理事会及び総会の総会の総会の総会の

議決を経て、理事長が別に定める。議決を経て、理事長が別に定める。議決を経て、理事長が別に定める。議決を経て、理事長が別に定める。    

    

    

    

    

附附附附        則則則則    

１１１１    このこのこのこの定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益公益公益公益社団法人及び社団法人及び社団法人及び社団法人及び公益公益公益公益

財団法人の財団法人の財団法人の財団法人の認認認認定定定定等等等等に関する法律のに関する法律のに関する法律のに関する法律の施施施施行に行に行に行に伴伴伴伴う関う関う関う関係係係係法律の整法律の整法律の整法律の整備等備等備等備等に関する法律第に関する法律第に関する法律第に関する法律第 121121121121 条第条第条第条第

1111項において項において項において項において読み替え読み替え読み替え読み替えて準用する同法第て準用する同法第て準用する同法第て準用する同法第106106106106条第条第条第条第1111項に定める一般法人の設項に定める一般法人の設項に定める一般法人の設項に定める一般法人の設立立立立のののの登記登記登記登記のののの日日日日

からからからから施施施施行する。行する。行する。行する。    

２２２２    本協会の最本協会の最本協会の最本協会の最初初初初の役員は、次にの役員は、次にの役員は、次にの役員は、次に掲掲掲掲げる者とする。げる者とする。げる者とする。げる者とする。    

        理事理事理事理事    稲垣平八稲垣平八稲垣平八稲垣平八、、、、舟木健舟木健舟木健舟木健一、一、一、一、徳田章徳田章徳田章徳田章三、三、三、三、野坂野坂野坂野坂利利利利也也也也、、、、鈴木信英鈴木信英鈴木信英鈴木信英、、、、澤村誠志澤村誠志澤村誠志澤村誠志、、、、栗山明彦栗山明彦栗山明彦栗山明彦、、、、

森森森森    恭恭恭恭一、一、一、一、奥奥奥奥    幹男幹男幹男幹男、佐、佐、佐、佐々木智也々木智也々木智也々木智也、、、、安田安田安田安田義義義義幸幸幸幸、、、、北北北北    義一、義一、義一、義一、脇脇脇脇本本本本千治千治千治千治、、、、菊地菊地菊地菊地義義義義浩浩浩浩    

        監事監事監事監事    塩田廣塩田廣塩田廣塩田廣三、時三、時三、時三、時吉重雄吉重雄吉重雄吉重雄    

３３３３    本協会の最本協会の最本協会の最本協会の最初初初初のののの代表理事代表理事代表理事代表理事は、は、は、は、稲垣平八稲垣平八稲垣平八稲垣平八とする。とする。とする。とする。    

４４４４    一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益公益公益公益社団法人及び社団法人及び社団法人及び社団法人及び公益公益公益公益財団法人の財団法人の財団法人の財団法人の認認認認

定定定定等等等等に関する法律のに関する法律のに関する法律のに関する法律の施施施施行に行に行に行に伴伴伴伴う関う関う関う関係係係係法律の整法律の整法律の整法律の整備等備等備等備等に関する法律第に関する法律第に関する法律第に関する法律第 121121121121 条第条第条第条第 1111 項において項において項において項において

読み替え読み替え読み替え読み替えて準用するて準用するて準用するて準用する同法第同法第同法第同法第 106106106106 条第条第条第条第 1111 項に定める項に定める項に定める項に定める特例民特例民特例民特例民法法人の解法法人の解法法人の解法法人の解散散散散のののの登記登記登記登記と一般と一般と一般と一般社団社団社団社団

法人の設法人の設法人の設法人の設立立立立のののの登記登記登記登記を行ったときは、第を行ったときは、第を行ったときは、第を行ったときは、第 44441111 条条条条の規定にかかの規定にかかの規定にかかの規定にかかわわわわららららずずずず、、、、解解解解散散散散のののの登記登記登記登記のののの日日日日のののの前前前前日日日日

を事業年度のを事業年度のを事業年度のを事業年度の末日末日末日末日とし、設とし、設とし、設とし、設立立立立のののの登記登記登記登記のののの日日日日を事業年度のを事業年度のを事業年度のを事業年度の開始日開始日開始日開始日とする。とする。とする。とする。    

    


