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一般社団法人日本専門店協会一般社団法人日本専門店協会一般社団法人日本専門店協会一般社団法人日本専門店協会    

    

    



    

一般社団法人日本専門店協会定款一般社団法人日本専門店協会定款一般社団法人日本専門店協会定款一般社団法人日本専門店協会定款    

    

第第第第1111章章章章    総則総則総則総則    

    

（（（（名称名称名称名称））））    

第第第第1111条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、一般社団法人日本専門店協会一般社団法人日本専門店協会一般社団法人日本専門店協会一般社団法人日本専門店協会とととと称称称称するするするする。。。。英文英文英文英文ではではではでは、、、、JJJJAPAN SPECIALTY 

STORE ASSOCIATION（（（（略称略称略称略称「「「「J.S.A.」）」）」）」）とととと表示表示表示表示するするするする。。。。    

    

（（（（事務所事務所事務所事務所））））    

第第第第 2222 条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所をををを東京都港区東京都港区東京都港区東京都港区にににに置置置置くくくく。。。。    

    

    

第第第第2222章章章章    目的及目的及目的及目的及びびびび事業事業事業事業    

    

（（（（目的目的目的目的））））    

第第第第 3333 条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、専門店専門店専門店専門店（（（（くらしのくらしのくらしのくらしの質質質質をををを高高高高めることをめることをめることをめることを目指目指目指目指してしてしてして、、、、品揃品揃品揃品揃ええええ、、、、サービスにサービスにサービスにサービスに独創独創独創独創    

性性性性をををを有有有有しししし、、、、主主主主としてとしてとしてとして買買買買いいいい回回回回りりりり品品品品、、、、専門品専門品専門品専門品をををを取取取取りりりり扱扱扱扱うううう商圏商圏商圏商圏のののの広広広広いいいい小売店小売店小売店小売店をいうをいうをいうをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）

にににに関関関関するするするする調査及調査及調査及調査及びびびび研究研究研究研究、、、、人材人材人材人材のののの養成養成養成養成、、、、国際交流等国際交流等国際交流等国際交流等をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、我我我我がががが国国国国のののの専門店及専門店及専門店及専門店及

びびびび小売業小売業小売業小売業のののの健全健全健全健全なななな発展発展発展発展をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって豊豊豊豊かなかなかなかな国民生活国民生活国民生活国民生活のののの実現実現実現実現にににに資資資資することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。    

    

（（（（事業事業事業事業））））    

第第第第 4444 条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、前条前条前条前条のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためするためするためするため、、、、次次次次のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう。。。。    

(1) (1) (1) (1) 専門店専門店専門店専門店にににに関関関関するするするする調査及調査及調査及調査及びびびび研究研究研究研究    

(2) (2) (2) (2) 専門店専門店専門店専門店にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび提供提供提供提供    

(3) (3) (3) (3) 専門店専門店専門店専門店にににに関関関関するするするする人材人材人材人材のののの養成養成養成養成    

(4) (4) (4) (4) 専門店専門店専門店専門店にににに関関関関するするするする内外諸団体等内外諸団体等内外諸団体等内外諸団体等とのとのとのとの交流交流交流交流    

(5) (5) (5) (5) そのそのそのその他他他他本会本会本会本会のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業    

2222    前項前項前項前項のののの事業事業事業事業はははは、、、、日本全国日本全国日本全国日本全国においてにおいてにおいてにおいて行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

    

    

            第第第第 3333 章章章章    会員会員会員会員    

    

（（（（本会本会本会本会のののの構成員構成員構成員構成員））））    

第第第第 5555 条条条条    本会本会本会本会のののの会員会員会員会員はははは、、、、正会員及正会員及正会員及正会員及びびびび賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員としとしとしとし、、、、正会員正会員正会員正会員をもってをもってをもってをもって一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及びびびび一般一般一般一般

財団法人財団法人財団法人財団法人にににに関関関関するするするする法律上法律上法律上法律上のののの社員社員社員社員とするとするとするとする。。。。    

2222    正会員正会員正会員正会員はははは、、、、専門店事業専門店事業専門店事業専門店事業をををを営営営営むむむむ法人及法人及法人及法人及びびびび個人並個人並個人並個人並びにこれらのものをびにこれらのものをびにこれらのものをびにこれらのものを構成員構成員構成員構成員とするとするとするとする団体団体団体団体とすとすとすとす

るるるる。。。。    

3333    賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員はははは、、、、前項前項前項前項にににに該当該当該当該当しないものでしないものでしないものでしないもので、、、、本会本会本会本会のののの目的目的目的目的にににに賛同賛同賛同賛同しししし、、、、そのそのそのその事業事業事業事業にににに協力協力協力協力しようとしようとしようとしようと

するするするする法人及法人及法人及法人及びびびび個人並個人並個人並個人並びにびにびにびに団体団体団体団体とするとするとするとする。。。。    



    

（（（（会員資格会員資格会員資格会員資格のののの取得取得取得取得））））    

第第第第 6666 条条条条    本会本会本会本会のののの会員会員会員会員になろうとするになろうとするになろうとするになろうとする者者者者はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる入会申込書入会申込書入会申込書入会申込書をををを会長会長会長会長にににに提出提出提出提出しししし、、、、理事会理事会理事会理事会

のののの承認承認承認承認をををを得得得得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。。。。    

2222    法人又法人又法人又法人又はははは団体団体団体団体たるたるたるたる会員会員会員会員にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、法人又法人又法人又法人又はははは団体団体団体団体のののの代表者代表者代表者代表者としてとしてとしてとして本会本会本会本会にににに対対対対してそのしてそのしてそのしてその権権権権

利利利利をををを行使行使行使行使するするするする 1111 人人人人のののの者者者者（（（（以下以下以下以下「「「「会員会員会員会員代表者代表者代表者代表者」」」」というというというという。）。）。）。）をををを定定定定めめめめ、、、、会長会長会長会長にににに届届届届けけけけ出出出出なければなければなければなければ

ならないならないならないならない。。。。    

3333    会員会員会員会員代表者代表者代表者代表者をををを変更変更変更変更したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに別別別別にににに定定定定めるめるめるめる変更届変更届変更届変更届をををを会長会長会長会長にににに提出提出提出提出しなければなしなければなしなければなしなければな

らないらないらないらない。。。。    

    

（（（（経費経費経費経費のののの負担負担負担負担））））    

第第第第 7777 条条条条    本会本会本会本会のののの事業活動事業活動事業活動事業活動にににに経常的経常的経常的経常的にににに生生生生じるじるじるじる費用費用費用費用にににに充充充充てるためてるためてるためてるため、、、、会員会員会員会員はははは、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて別別別別にににに

定定定定めるめるめるめる入会金入会金入会金入会金をををを会員会員会員会員になったになったになったになった時時時時にににに、、、、またまたまたまた会費会費会費会費をををを毎年毎年毎年毎年、、、、納入納入納入納入しなければならないしなければならないしなければならない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））））    

第第第第 8888 条条条条    会員会員会員会員がががが本会本会本会本会をををを退会退会退会退会しようとするときはしようとするときはしようとするときはしようとするときは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる退会届退会届退会届退会届をををを会長会長会長会長にににに提出提出提出提出することすることすることすること

によりによりによりにより任意任意任意任意にいつでもにいつでもにいつでもにいつでも退会退会退会退会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。。。。    

    

（（（（除名除名除名除名））））    

第第第第9999条条条条    会員会員会員会員がががが次次次次のののの各号各号各号各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するするするするにににに至至至至ったったったったときはときはときはときは、、、、総会総会総会総会のののの決議決議決議決議をををを得得得得てててて、、、、これこれこれこれ

をををを除名除名除名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。。。。    

(1) (1) (1) (1) 本会本会本会本会のののの定款又定款又定款又定款又はははは規則規則規則規則にににに違反違反違反違反したときしたときしたときしたとき。。。。    

(2) (2) (2) (2) 本会本会本会本会のののの名誉名誉名誉名誉をきをきをきをき損損損損しししし、、、、又又又又はははは本会本会本会本会のののの目的目的目的目的にににに反反反反するするするする行為行為行為行為をしたときをしたときをしたときをしたとき。。。。    

2222    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより会員会員会員会員をををを除名除名除名除名するするするする場合場合場合場合はははは、、、、当該当該当該当該会員会員会員会員にあらかじめにあらかじめにあらかじめにあらかじめ通知通知通知通知するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

除名除名除名除名のののの決議決議決議決議をををを行行行行うううう総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該当該当該当該会員会員会員会員にににに弁明弁明弁明弁明のののの機会機会機会機会をををを与与与与えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない。。。。    

    

（（（（会員会員会員会員資格資格資格資格のののの喪失喪失喪失喪失））））    

第第第第 10101010 条条条条    前前前前 2222 条条条条のののの場合場合場合場合のほかのほかのほかのほか、、、、会員会員会員会員はははは、、、、次次次次のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するにするにするにするに至至至至ったときはったときはったときはったときは、、、、そのそのそのその資資資資    

格格格格をををを喪失喪失喪失喪失するするするする。。。。    

        (1) (1) (1) (1) 会費会費会費会費をををを１１１１年年年年以上以上以上以上支払支払支払支払わなかったときわなかったときわなかったときわなかったとき。。。。    

        (2) (2) (2) (2) 総総総総正正正正会員会員会員会員がががが同意同意同意同意したときしたときしたときしたとき。。。。    

        ((((3333) ) ) ) 当該当該当該当該会員会員会員会員がががが死亡死亡死亡死亡しししし、、、、又又又又はははは解散解散解散解散、、、、又又又又はははは破産手続破産手続破産手続破産手続ききききがががが開始開始開始開始されたときされたときされたときされたとき。。。。    

    

（（（（会員会員会員会員資格資格資格資格のののの喪失喪失喪失喪失にににに伴伴伴伴うううう権利及権利及権利及権利及びびびび義務義務義務義務））））    

第第第第11111111条条条条    会員会員会員会員がががが前前前前３３３３条条条条のののの規定規定規定規定によりそのによりそのによりそのによりその資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失したときはしたときはしたときはしたときは、、、、本会本会本会本会にににに対対対対するするするする権利権利権利権利をををを失失失失いいいい、、、、

義務義務義務義務をををを免免免免れるれるれるれる。。。。ただしただしただしただし、、、、未履行未履行未履行未履行のののの義務義務義務義務はははは、、、、これをこれをこれをこれを免免免免れることができないれることができないれることができないれることができない。。。。    

2222    本会本会本会本会はははは、、、、会員会員会員会員がそのがそのがそのがその資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失してもしてもしてもしても、、、、既既既既にににに納入納入納入納入したしたしたした会費会費会費会費そのそのそのその他他他他のののの拠出金品拠出金品拠出金品拠出金品はははは返還返還返還返還しなしなしなしな

いいいい。。。。    

    

    

第第第第 4444 章章章章    総会総会総会総会    



    

（（（（構成構成構成構成））））    

第第第第 12121212 条条条条    総会総会総会総会はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての正会員正会員正会員正会員をもってをもってをもってをもって構成構成構成構成するするするする。。。。    

2222    前項前項前項前項のののの総会総会総会総会をもってをもってをもってをもって一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及びびびび一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人にににに関関関関するするするする法律上法律上法律上法律上のののの社員社員社員社員総会総会総会総会とするとするとするとする。。。。    

    

（（（（権限権限権限権限））））    

第第第第 13131313 条条条条    総会総会総会総会はははは、、、、次次次次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて決議決議決議決議するするするする。。。。    

(1) (1) (1) (1) 入会金及入会金及入会金及入会金及びびびび会費会費会費会費のののの額額額額    

(2) (2) (2) (2) 会員会員会員会員のののの除名除名除名除名    

(3(3(3(3) ) ) ) 理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの選任又選任又選任又選任又はははは解任解任解任解任    

(4(4(4(4) ) ) ) 理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの額額額額    

(5) (5) (5) (5) 貸借対照表及貸借対照表及貸借対照表及貸借対照表及びびびび損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書（（（（正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書））））のののの承認承認承認承認    

(6) (6) (6) (6) 定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

(7(7(7(7) ) ) ) 解散及解散及解散及解散及びびびび残余財産残余財産残余財産残余財産のののの処分処分処分処分    

(8(8(8(8) ) ) ) そのそのそのその他他他他、、、、総会総会総会総会でででで決議決議決議決議するものとしてするものとしてするものとしてするものとして法令又法令又法令又法令又はこのはこのはこのはこの定款定款定款定款でででで定定定定められためられためられためられた事項事項事項事項        

    

（（（（開催開催開催開催））））    

第第第第 14141414 条条条条    総会総会総会総会はははは、、、、定時総会定時総会定時総会定時総会としてとしてとしてとして毎年度毎年度毎年度毎年度 5555 月月月月にににに１１１１回回回回開催開催開催開催するするするするほかほかほかほか、、、、必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに開催開催開催開催

するするするする。。。。    

    

（（（（招集招集招集招集））））    

第第第第 15151515 条条条条    総会総会総会総会はははは、、、、法令法令法令法令にににに別段別段別段別段のののの定定定定めがあるめがあるめがあるめがある場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議にににに基基基基づきづきづきづき会長会長会長会長がががが招集招集招集招集

するするするする。。。。    

2222    総総総総正会員正会員正会員正会員のののの議決権議決権議決権議決権のののの 10101010 分分分分のののの 1111 以上以上以上以上のののの議決権議決権議決権議決権をををを有有有有するするするする正正正正会員会員会員会員はははは、、、、会長会長会長会長にににに対対対対しししし、、、、総会総会総会総会のののの目目目目

的的的的であるであるであるである事項及事項及事項及事項及びびびび招集招集招集招集のののの理由理由理由理由をををを示示示示してしてしてして、、、、総会総会総会総会のののの招集招集招集招集をををを請求請求請求請求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。。。。    

    

（（（（議長議長議長議長））））    

第第第第 16161616 条条条条    総会総会総会総会のののの議長議長議長議長はははは、、、、会長会長会長会長がこれにあたるがこれにあたるがこれにあたるがこれにあたる。。。。    

    

（（（（議議議議決決決決権権権権））））    

第第第第 17171717 条条条条    総会総会総会総会におけるにおけるにおけるにおける議決権議決権議決権議決権はははは、、、、正会員正会員正会員正会員 1111 名名名名につにつにつにつきききき 1111 個個個個とするとするとするとする。。。。    

    

（（（（決議決議決議決議））））    

第第第第 18181818 条条条条    総会総会総会総会のののの決議決議決議決議はははは、、、、総正会員総正会員総正会員総正会員のののの議決権議決権議決権議決権のののの過半数過半数過半数過半数をををを有有有有するするするする正会員正会員正会員正会員がががが出席出席出席出席しししし、、、、出席出席出席出席したしたしたした当当当当

該該該該正会員正会員正会員正会員のののの議決権議決権議決権議決権のののの過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって行行行行うううう。。。。    

2222 前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、次次次次のののの決議決議決議決議はははは、、、、総正会員総正会員総正会員総正会員のののの半数以上半数以上半数以上半数以上であってであってであってであって、、、、総正会員総正会員総正会員総正会員のののの議決議決議決議決

権権権権のののの 3333 分分分分のののの 2222 以上以上以上以上にににに当当当当たるたるたるたる多数多数多数多数をもってをもってをもってをもって行行行行うううう。。。。    

    (1) (1) (1) (1) 会員会員会員会員のののの除名除名除名除名    

    (2) (2) (2) (2) 監事監事監事監事のののの解任解任解任解任    

    (3) (3) (3) (3) 定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

    (4) (4) (4) (4) 解散解散解散解散    



    (5) (5) (5) (5) そのそのそのその他法令他法令他法令他法令でででで定定定定められためられためられためられた事項事項事項事項    

3333    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事をををを選任選任選任選任するするするする議案議案議案議案をををを決議決議決議決議するにするにするにするに際際際際してはしてはしてはしては、、、、候補者候補者候補者候補者ごとにごとにごとにごとに第第第第 1111 項項項項のののの決議決議決議決議をををを行行行行わわわわ

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。。。。理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの候補者候補者候補者候補者のののの合計数合計数合計数合計数がががが第第第第 22222222 条条条条にににに定定定定めるめるめるめる定数定数定数定数をををを上回上回上回上回るるるる場場場場

合合合合にはにはにはには、、、、過半数過半数過半数過半数のののの賛成賛成賛成賛成をををを得得得得たたたた候補者候補者候補者候補者ののの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ににに定数定数定数定数のののの枠枠枠枠にににに達達達達するまでのするまでのするまでのするまでの

者者者者をををを選任選任選任選任することとするすることとするすることとするすることとする。。。。    

    

（（（（議決権議決権議決権議決権のののの代理行使及代理行使及代理行使及代理行使及びびびび書面等書面等書面等書面等によるによるによるによる議決権議決権議決権議決権のののの行使行使行使行使））））    

第第第第 19191919 条条条条    正会員正会員正会員正会員はははは、、、、他他他他のののの正会員正会員正会員正会員をををを代理人代理人代理人代理人としてとしてとしてとして議決権議決権議決権議決権をををを行使行使行使行使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。。。。このこのこのこの場合場合場合場合

においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、当該正会員又当該正会員又当該正会員又当該正会員又はははは代理人代理人代理人代理人はははは、、、、代理権代理権代理権代理権をををを証明証明証明証明するするするする書面書面書面書面をををを総会総会総会総会のののの日日日日のののの前日前日前日前日までにまでにまでにまでに

本会本会本会本会にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

2222    前項前項前項前項のののの代理権代理権代理権代理権のののの授与授与授与授与はははは、、、、総会総会総会総会ごとにしなければならないごとにしなければならないごとにしなければならないごとにしなければならない。。。。    

3333    書面書面書面書面もしくはもしくはもしくはもしくは電磁的方法電磁的方法電磁的方法電磁的方法によりによりによりにより議決権議決権議決権議決権をををを行使行使行使行使するするするする場合場合場合場合はははは、、、、当該正会員当該正会員当該正会員当該正会員はははは、、、、議決権行使書議決権行使書議決権行使書議決権行使書

面面面面にににに必要必要必要必要なななな事項事項事項事項をををを記載記載記載記載しししし、、、、総会総会総会総会のののの日日日日のののの前日前日前日前日までにまでにまでにまでに当該記録当該記録当該記録当該記録をしたをしたをしたをした議決権行使書面議決権行使書面議決権行使書面議決権行使書面をををを本会本会本会本会

にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

4  4  4  4  第第第第 1111 項及項及項及項及びびびび第第第第 3333 項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより行使行使行使行使したしたしたした議決権議決権議決権議決権のののの数数数数はははは、、、、出席出席出席出席したしたしたした正会員正会員正会員正会員のののの議決権議決権議決権議決権のののの数数数数にににに

算入算入算入算入するするするする。。。。    

    

（（（（総会総会総会総会のののの決議等決議等決議等決議等のののの省略省略省略省略））））    

第第第第 20202020 条条条条    理事又理事又理事又理事又はははは正会員正会員正会員正会員がががが総会総会総会総会のののの目的目的目的目的であるであるであるである事項事項事項事項についてについてについてについて提案提案提案提案をしたをしたをしたをした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該当該当該当該

提案提案提案提案につきにつきにつきにつき正会員正会員正会員正会員のののの全員全員全員全員がががが書面又書面又書面又書面又はははは電磁的記録電磁的記録電磁的記録電磁的記録によりによりによりにより同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、当当当当

該提案該提案該提案該提案をををを可決可決可決可決するするするする旨旨旨旨のののの総会総会総会総会のののの決議決議決議決議があったものとみなすがあったものとみなすがあったものとみなすがあったものとみなす。。。。    

2222    理事理事理事理事がががが正会員正会員正会員正会員のののの全員全員全員全員にににに対対対対してしてしてして、、、、総会総会総会総会にににに報告報告報告報告すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項をををを通知通知通知通知したしたしたした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその事事事事    

項項項項をををを総会総会総会総会にににに報告報告報告報告することをすることをすることをすることを要要要要しないことにつきしないことにつきしないことにつきしないことにつき、、、、正会員正会員正会員正会員のののの全員全員全員全員がががが書面書面書面書面もしくはもしくはもしくはもしくは電磁的記電磁的記電磁的記電磁的記

録録録録によりによりによりにより同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をしたときにはをしたときにはをしたときにはをしたときには、、、、当該当該当該当該事項事項事項事項のののの総会総会総会総会へのへのへのへの報告報告報告報告があったものとみながあったものとみながあったものとみながあったものとみな

すすすす。。。。    

    

（（（（議事録議事録議事録議事録））））    

第第第第 21212121 条条条条    総会総会総会総会のののの議事議事議事議事についてはについてはについてはについては、、、、法令法令法令法令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、議事録議事録議事録議事録をををを作成作成作成作成するするするする。。。。    

2222    議事録議事録議事録議事録にはにはにはには、、、、議長及議長及議長及議長及びびびび出席出席出席出席したしたしたした構成員構成員構成員構成員のうちからそののうちからそののうちからそののうちからその会議会議会議会議においてにおいてにおいてにおいて選任選任選任選任されたされたされたされた議事録署議事録署議事録署議事録署

名人名人名人名人 2222 人人人人以上以上以上以上がががが記名押印記名押印記名押印記名押印するするするする。。。。    

    

    

第第第第 5555 章章章章    役員役員役員役員等等等等    

    

（（（（役員役員役員役員のののの設置設置設置設置））））    

第第第第 22222222 条条条条    本会本会本会本会にににに、、、、次次次次のののの役員役員役員役員をををを置置置置くくくく。。。。    

    (1) (1) (1) (1) 理事理事理事理事    30303030 人人人人以上以上以上以上 40404040 人人人人以内以内以内以内    

    ((((2) 2) 2) 2) 監事監事監事監事    2222 人人人人又又又又はははは 3333 人人人人    

2222    理事理事理事理事のうちのうちのうちのうち 1111 名名名名をををを会長会長会長会長、、、、3333 人以上人以上人以上人以上 6666 人以内人以内人以内人以内をををを副会長副会長副会長副会長、、、、1111 人人人人をををを専務理事専務理事専務理事専務理事、、、、5555 人以上人以上人以上人以上 10101010 人人人人以以以以    

内内内内をををを常任理事常任理事常任理事常任理事とするとするとするとする。。。。    

3333    第第第第 2222 項項項項のののの会長会長会長会長、、、、及及及及びびびび副会長副会長副会長副会長のうちのうちのうちのうち 1111 名名名名をもってをもってをもってをもって、、、、一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及びびびび一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人にににに関関関関すすすす    



るるるる法律上法律上法律上法律上のののの代表理事代表理事代表理事代表理事としとしとしとし、、、、代表理事代表理事代表理事代表理事のののの選定選定選定選定をををを受受受受けたけたけたけた副会長副会長副会長副会長以外以外以外以外のののの副会長副会長副会長副会長、、、、専務理事専務理事専務理事専務理事をもをもをもをも

ってってってって同法第同法第同法第同法第 91919191 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 2222 号号号号のののの業務執行理事業務執行理事業務執行理事業務執行理事とするとするとするとする。。。。    

    

（（（（役員役員役員役員のののの選任選任選任選任））））    

第第第第 23232323 条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは、、、、総会総会総会総会決議決議決議決議によってによってによってによって、、、、正会員正会員正会員正会員（（（（法人又法人又法人又法人又はははは団体団体団体団体のののの場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、

会員会員会員会員代表者代表者代表者代表者とするとするとするとする。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）のうちからのうちからのうちからのうちから選任選任選任選任するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、特特特特にににに必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めめめめ

られるられるられるられる場合場合場合場合はははは、、、、理事理事理事理事にあってはにあってはにあってはにあっては 2222 人人人人、、、、監事監事監事監事にあってはにあってはにあってはにあっては 1111 人人人人をををを限度限度限度限度としてとしてとしてとして、、、、正会員以外正会員以外正会員以外正会員以外のののの

者者者者をををを理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事にににに選任選任選任選任することをすることをすることをすることを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

2222    会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、専務理事専務理事専務理事専務理事、、、、常任理事常任理事常任理事常任理事はははは、、、、理事理事理事理事会会会会のののの決議決議決議決議によによによによってってってって、、、、理事理事理事理事のののの中中中中からからからから選定選定選定選定するするするする。。。。    

3333    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは、、、、相互相互相互相互にににに兼兼兼兼ねることができないねることができないねることができないねることができない。。。。    

    

（（（（理事理事理事理事のののの職務及職務及職務及職務及びびびび権限権限権限権限））））    

第第第第 24242424 条条条条    理理理理事事事事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会をををを構成構成構成構成しししし、、、、法令及法令及法令及法令及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより職務職務職務職務をををを執行執行執行執行すすすす

るるるる。。。。    

2222    会長会長会長会長及及及及びびびび代表理事代表理事代表理事代表理事のののの選定選定選定選定をををを受受受受けたけたけたけた副会長副会長副会長副会長はははは、、、、法令及法令及法令及法令及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、

本会本会本会本会をををを代表代表代表代表しししし、、、、そのそのそのその業務業務業務業務をををを統括統括統括統括するするするする。。。。    

3333    副会長副会長副会長副会長はははは、、、、会長会長会長会長をををを補佐補佐補佐補佐してしてしてして、、、、業務業務業務業務をををを掌理掌理掌理掌理しししし、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより、、、、本会本会本会本会のののの業務業務業務業務をををを分担分担分担分担執執執執

行行行行するするするする。。。。    

4444    専務理事専務理事専務理事専務理事はははは、、、、会長及会長及会長及会長及びびびび副会長副会長副会長副会長をををを補佐補佐補佐補佐しししし、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより、、、、本会本会本会本会のののの業務業務業務業務をををを分担執行分担執行分担執行分担執行すすすす

るるるる。。。。    

5555    常任理事常任理事常任理事常任理事はははは、、、、常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会においてにおいてにおいてにおいて、、、、理事会理事会理事会理事会からからからから委任委任委任委任されたされたされたされた事項及事項及事項及事項及びびびび緊急緊急緊急緊急にににに処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事事事事

項項項項をををを審議審議審議審議するするするする。。。。    

6666    会長会長会長会長、、、、副会長及副会長及副会長及副会長及びびびび専務理事専務理事専務理事専務理事はははは、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度にににに 4444 ヶヶヶヶ月月月月をををを超超超超えるえるえるえる間隔間隔間隔間隔でででで、、、、2222 回以上回以上回以上回以上、、、、自己自己自己自己のののの

職務職務職務職務のののの執行状況執行状況執行状況執行状況をををを理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    

（（（（監事監事監事監事のののの職務及職務及職務及職務及びびびび権限権限権限権限））））    

第第第第 25252525 条条条条    監事監事監事監事はははは、、、、理事理事理事理事のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行をををを監査監査監査監査しししし、、、、法令法令法令法令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、監査報告監査報告監査報告監査報告をををを作作作作    

成成成成するするするする。。。。    

2222    監事監事監事監事はははは、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、理事理事理事理事及及及及びびびび使用人使用人使用人使用人にににに対対対対してしてしてして事業事業事業事業のののの報告報告報告報告をををを求求求求めめめめ、、、、本会本会本会本会のののの業務及業務及業務及業務及びびびび財産財産財産財産のののの

状況状況状況状況のののの調査調査調査調査をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。    

    

（（（（役員役員役員役員のののの任期任期任期任期））））    

第第第第 26262626 条条条条    理事理事理事理事のののの任期任期任期任期はははは、、、、選任後選任後選任後選任後 2222 年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする事業年度事業年度事業年度事業年度のうちのうちのうちのうち最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに関関関関するするするする定定定定    

時総会時総会時総会時総会のののの終結終結終結終結のののの時時時時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。ただしただしただしただし、、、、再任再任再任再任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

2222    監事監事監事監事のののの任期任期任期任期はははは、、、、選任後選任後選任後選任後 4444 年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする事業年度事業年度事業年度事業年度のうちのうちのうちのうち最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに関関関関するするするする定時総会定時総会定時総会定時総会

のののの終結終結終結終結のののの時時時時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

3333    補欠補欠補欠補欠としてとしてとしてとして選任選任選任選任されたされたされたされた理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの任期任期任期任期はははは、、、、前任者前任者前任者前任者のののの任期任期任期任期のののの満了満了満了満了するするするする時時時時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

4444    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事はははは、、、、第第第第 22222222 条条条条にににに定定定定めるめるめるめる定定定定数数数数にににに足足足足りなくなるときはりなくなるときはりなくなるときはりなくなるときは、、、、任期任期任期任期のののの満了又満了又満了又満了又はははは辞任辞任辞任辞任にににに

よりよりよりより退任退任退任退任したしたしたした後後後後もももも、、、、新新新新たにたにたにたに選任選任選任選任されたされたされたされた者者者者がががが就任就任就任就任するまでするまでするまでするまで、、、、なおなおなおなお理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事としてのとしてのとしてのとしての権権権権

利義務利義務利義務利義務をををを有有有有するするするする。。。。    

    



（（（（役員役員役員役員のののの解任解任解任解任））））    

第第第第 27272727 条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは、、、、総会総会総会総会のののの決議決議決議決議によってによってによってによって解任解任解任解任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。。。。    

    

（（（（役員役員役員役員のののの報酬等報酬等報酬等報酬等））））    

第第第第 28282828 条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは、、、、無報酬無報酬無報酬無報酬とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし常勤常勤常勤常勤のののの理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、総会総会総会総会にににに

おいておいておいておいて別別別別にににに定定定定めるめるめるめる総額総額総額総額のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて別別別別にににに定定定定めるめるめるめる報酬等報酬等報酬等報酬等のののの支給支給支給支給のののの基準基準基準基準にににに従従従従っっっっ

てててて算定算定算定算定したしたしたした額額額額をををを報酬等報酬等報酬等報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。。。。    

    

（（（（顧問及顧問及顧問及顧問及びびびび参与参与参与参与））））    

第第第第 29292929 条条条条    本会本会本会本会にににに、、、、顧問顧問顧問顧問 2222 名以内及名以内及名以内及名以内及びびびび参参参参与与与与 3333 名以内名以内名以内名以内をををを置置置置くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。    

2  2  2  2  顧問及顧問及顧問及顧問及びびびび参与参与参与参与はははは、、、、学識経験者又学識経験者又学識経験者又学識経験者又はははは本会本会本会本会にににに功労功労功労功労のあったのあったのあったのあった者者者者のうちからのうちからのうちからのうちから、、、、理事会理事会理事会理事会のののの推薦推薦推薦推薦によによによによ

りりりり、、、、会長会長会長会長がががが委嘱委嘱委嘱委嘱するするするする。。。。会長会長会長会長はははは、、、、顧問及顧問及顧問及顧問及びびびび参与参与参与参与をををを解任解任解任解任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。。。。    

3  3  3  3  顧問顧問顧問顧問はははは、、、、本会本会本会本会のののの運営運営運営運営にににに関関関関してしてしてして会長会長会長会長のののの諮問諮問諮問諮問にににに答答答答ええええ、、、、又又又又はははは会長会長会長会長にににに対対対対してしてしてして意見意見意見意見をををを述述述述べるべるべるべる。。。。    

4444    参与参与参与参与はははは、、、、本会本会本会本会のののの業務業務業務業務のののの処理処理処理処理にににに関関関関してしてしてして会長会長会長会長のののの諮問諮問諮問諮問にににに答答答答えるえるえるえる。。。。    

5  5  5  5  第第第第 26262626 条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、顧問及顧問及顧問及顧問及びびびび参与参与参与参与についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。    

    

    

第第第第 6666 章章章章    理事会理事会理事会理事会    

    

（（（（構成構成構成構成））））    

第第第第 30303030 条条条条    本会本会本会本会にににに理事会理事会理事会理事会をををを置置置置くくくく。。。。    

2222    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての理事理事理事理事をもってをもってをもってをもって構成構成構成構成するするするする。。。。    

    

（（（（権限権限権限権限））））    

第第第第 31313131 条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、次次次次のののの職務職務職務職務をををを行行行行うううう。。。。    

    (1) (1) (1) (1) 本会本会本会本会のののの業務執行業務執行業務執行業務執行のののの決定決定決定決定    

    (2) (2) (2) (2) 理事理事理事理事のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行のののの監督監督監督監督    

    (3) (3) (3) (3) 会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、専務理事及専務理事及専務理事及専務理事及びびびび常任理事常任理事常任理事常任理事のののの選定及選定及選定及選定及びびびび解職解職解職解職    

    

（（（（招集招集招集招集））））    

第第第第 32323232 条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、会長会長会長会長がががが、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度にににに 2222 回以上招集回以上招集回以上招集回以上招集するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。会長会長会長会長がががが欠欠欠欠けたとけたとけたとけたと

きききき又又又又はははは会長会長会長会長にににに事故事故事故事故があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、副会長副会長副会長副会長がががが理事会理事会理事会理事会をををを招集招集招集招集するするするする。。。。    

    

（（（（議長議長議長議長））））    

第第第第 33333333 条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの議長議長議長議長はははは、、、、会長会長会長会長がこれにあたるがこれにあたるがこれにあたるがこれにあたる。。。。    

    

（（（（決議決議決議決議））））    

第第第第 34343434 条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議はははは、、、、決議決議決議決議についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする理事理事理事理事をををを除除除除くくくく理事理事理事理事のののの過半数過半数過半数過半数    

がががが出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって行行行行うううう。。。。    

2222    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及びびびび一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第 96969696 条条条条のののの要件要件要件要件

をををを満満満満たしたときはたしたときはたしたときはたしたときは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議があったものとみなすがあったものとみなすがあったものとみなすがあったものとみなす。。。。    



    

（（（（議事録議事録議事録議事録））））    

第第第第 35353535 条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの議事議事議事議事についてはについてはについてはについては、、、、法令法令法令法令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、議事録議事録議事録議事録をををを作成作成作成作成するするするする。。。。    

2222    出席出席出席出席したしたしたした代表理事代表理事代表理事代表理事及及及及びびびび監事監事監事監事はははは前項前項前項前項のののの議事録議事録議事録議事録にににに署名署名署名署名又又又又はははは記名記名記名記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    常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会    

    

（（（（構成構成構成構成））））    

第第第第 36363636 条条条条    本会本会本会本会にににに任意任意任意任意のののの機関機関機関機関としてとしてとしてとして、、、、常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会をををを置置置置くくくく。。。。    

2222    常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会はははは、、、、会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、専務理事及専務理事及専務理事及専務理事及びびびび常任理事常任理事常任理事常任理事をもってをもってをもってをもって構成構成構成構成するするするする。。。。    

3333    第第第第 1111 項項項項のののの常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会のののの議事議事議事議事のののの運営運営運営運営のののの細則細則細則細則はははは、、、、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定定定定めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（権限権限権限権限））））    

第第第第 37373737 条条条条    常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会はははは、、、、理事会理事会理事会理事会からからからから委任委任委任委任されたされたされたされた事項及事項及事項及事項及びびびび緊急緊急緊急緊急にににに処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項をををを審議審議審議審議しししし、、、、

理事会理事会理事会理事会にににに参考意見参考意見参考意見参考意見をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

（（（（招集招集招集招集））））    

第第第第 38383838 条条条条    常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会はははは、、、、会長会長会長会長がががが必要必要必要必要とととと認認認認めためためためた場合場合場合場合にににに、、、、会長会長会長会長がががが召集召集召集召集するするするする。。。。    

    

（（（（議長議長議長議長））））    

第第第第 39393939 条条条条    常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会のののの議長議長議長議長はははは、、、、会長会長会長会長がこれにあたるがこれにあたるがこれにあたるがこれにあたる。。。。    

    

    

            第第第第 8888 章章章章    資産及資産及資産及資産及びびびび会計会計会計会計    

    

（（（（資産資産資産資産のののの構成構成構成構成））））    

第第第第 40404040 条条条条    本会本会本会本会のののの資産資産資産資産はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるものをもってげるものをもってげるものをもってげるものをもって構成構成構成構成するするするする。。。。    

(1) (1) (1) (1) 入会金収入入会金収入入会金収入入会金収入によるによるによるによる金品金品金品金品    

(2) (2) (2) (2) 会費収入会費収入会費収入会費収入によるによるによるによる金品金品金品金品    

(3) (3) (3) (3) 寄附寄附寄附寄附によるによるによるによる金品金品金品金品    

(4) (4) (4) (4) 資産資産資産資産からからからから生生生生じたじたじたじた収入収入収入収入によるによるによるによる金品金品金品金品    

(5) (5) (5) (5) 事事事事業業業業にににに伴伴伴伴うううう収入収入収入収入によるによるによるによる金品金品金品金品    

(6) (6) (6) (6) そのそのそのその他他他他    

    

（（（（資産資産資産資産のののの管理管理管理管理））））    

第第第第 41414141 条条条条    本会本会本会本会のののの資産資産資産資産はははは、、、、会長会長会長会長がががが管理管理管理管理しししし、、、、そのそのそのその管理方法管理方法管理方法管理方法はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決によるによるによるによる。。。。    

    

（（（（経費経費経費経費のののの支弁支弁支弁支弁））））    

第第第第 42424242 条条条条    本会本会本会本会のののの経費経費経費経費はははは、、、、資産資産資産資産をもってをもってをもってをもって支弁支弁支弁支弁するするするする。。。。    

    



（（（（事業年度事業年度事業年度事業年度））））    

第第第第 43434343 条条条条    本会本会本会本会のののの事業年度事業年度事業年度事業年度はははは、、、、毎年毎年毎年毎年 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年翌年翌年翌年 3333 月月月月 31313131 日日日日にににに終終終終わるわるわるわる。。。。    

    

（（（（事業計画及事業計画及事業計画及事業計画及びびびび収支予算収支予算収支予算収支予算））））    

第第第第 44444444 条条条条    本会本会本会本会のののの事業計画書及事業計画書及事業計画書及事業計画書及びびびび収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書はははは、、、、会長会長会長会長がががが作成作成作成作成しししし、、、、毎事業年度開始前毎事業年度開始前毎事業年度開始前毎事業年度開始前にににに理事会理事会理事会理事会    

のののの承認承認承認承認をををを受受受受けけけ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。。。。これをこれをこれをこれを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合もももも同様同様同様同様とするとするとするとする。。。。    

2222    前項前項前項前項のののの書類書類書類書類についてはについてはについてはについては、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに、、、、当該当該当該当該事業年度事業年度事業年度事業年度がががが終了終了終了終了するまでのするまでのするまでのするまでの間備間備間備間備ええええ置置置置くもくもくもくも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

    

（（（（事業報告及事業報告及事業報告及事業報告及びびびび決算決算決算決算））））    

第第第第 45454545 条条条条    本会本会本会本会のののの事業報告及事業報告及事業報告及事業報告及びびびび決算決算決算決算についてはについてはについてはについては、、、、毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後、、、、会長会長会長会長がががが次次次次のののの書類書類書類書類をををを作成作成作成作成

しししし、、、、監事監事監事監事のののの監査監査監査監査をををを受受受受けけけけたたたた上上上上でででで、、、、理事会理事会理事会理事会のののの承認承認承認承認をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。    

    (1) (1) (1) (1) 事業報告事業報告事業報告事業報告    

    (2) (2) (2) (2) 事業報告事業報告事業報告事業報告のののの附属明細書附属明細書附属明細書附属明細書    

    (3) (3) (3) (3) 貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表    

    (4) (4) (4) (4) 損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書（（（（正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書））））    

    (5) (5) (5) (5) 貸借対照表及貸借対照表及貸借対照表及貸借対照表及びびびび損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書（（（（正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書））））のののの附属明細書附属明細書附属明細書附属明細書    

2222    前項前項前項前項のののの承認承認承認承認をををを受受受受けたけたけたけた書類書類書類書類のうちのうちのうちのうち、、、、第第第第 1111 号号号号、、、、第第第第 3333 号及号及号及号及びびびび第第第第 4444 号号号号のののの書類書類書類書類についてはについてはについてはについては、、、、定時総定時総定時総定時総

会会会会にににに提出提出提出提出しししし、、、、第第第第 1111 号号号号のののの書書書書類類類類についてはそのについてはそのについてはそのについてはその内容内容内容内容をををを報告報告報告報告しししし、、、、そのそのそのその他他他他のののの書類書類書類書類についてはについてはについてはについては承認承認承認承認

をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。    

3333    第第第第 1111 項項項項のののの書類書類書類書類をををを主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに 5555 年間備年間備年間備年間備ええええ置置置置くくくくほかほかほかほか、、、、定款定款定款定款、、、、会員会員会員会員名簿名簿名簿名簿及及及及びびびび監査報告書監査報告書監査報告書監査報告書をををを

主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに備備備備ええええ置置置置くものとするくものとするくものとするくものとする。。。。    

    

    

            第第第第 9999 章章章章    定款定款定款定款のののの変更及変更及変更及変更及びびびび解散解散解散解散    

    

（（（（定款定款定款定款のののの変更変更変更変更））））    

第第第第 46464646 条条条条    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて、、、、総正会員総正会員総正会員総正会員のののの半数半数半数半数以上以上以上以上であってであってであってであって、、、、総総総総正会員正会員正会員正会員のののの議決権議決権議決権議決権のののの

3333 分分分分のののの 2222 以上以上以上以上にににに当当当当たるたるたるたる多数多数多数多数のののの決議決議決議決議をををを得得得得てててて変更変更変更変更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。。。。    

    

（（（（解散解散解散解散））））    

第第第第 47474747 条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、総正会員総正会員総正会員総正会員のののの半数半数半数半数以上以上以上以上であってであってであってであって、、、、総総総総正会員正会員正会員正会員のののの議決権議決権議決権議決権のののの 3333 分分分分のののの 2222 以上以上以上以上にににに当当当当たたたた

るるるる多数多数多数多数のののの総会総会総会総会決議決議決議決議ををををももももってってってって、、、、またはそのまたはそのまたはそのまたはその他法令他法令他法令他法令でででで定定定定められためられためられためられた事由事由事由事由によりによりによりにより解散解散解散解散すすすするるるる。。。。    

    

（（（（剰余金及剰余金及剰余金及剰余金及びびびび残余財産残余財産残余財産残余財産のののの処分等処分等処分等処分等））））    

第第第第 48484848 条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、剰余金剰余金剰余金剰余金のののの分配分配分配分配をををを行行行行うことができないうことができないうことができないうことができない。。。。    

2222    本会本会本会本会がががが清算清算清算清算ををををするするするする場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて有有有有するするするする残余財産残余財産残余財産残余財産はははは、、、、総会総会総会総会のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて、、、、公益社団法人及公益社団法人及公益社団法人及公益社団法人及

びびびび公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人のののの認定等認定等認定等認定等にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第 5555 条第条第条第条第 17171717 号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる法人又法人又法人又法人又はははは国若国若国若国若しくはしくはしくはしくは地方地方地方地方

公共団体公共団体公共団体公共団体にににに贈与贈与贈与贈与するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

    



            第第第第 10101010 章章章章    公告公告公告公告のののの方法方法方法方法    

    

（（（（公告公告公告公告のののの方法方法方法方法））））    

第第第第 49494949 条条条条    本会本会本会本会のののの公告公告公告公告はははは、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所のののの公衆公衆公衆公衆のののの見見見見やすいやすいやすいやすい場所場所場所場所にににに掲示掲示掲示掲示するするするする方法方法方法方法によりによりによりにより行行行行うううう。。。。    

    

    

    

    

    

            附附附附    則則則則    

    

1111    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及びびびび一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人にににに関関関関するするするする法律及法律及法律及法律及びびびび公益社団法人及公益社団法人及公益社団法人及公益社団法人及びびびび公益財公益財公益財公益財

団法人団法人団法人団法人のののの認定等認定等認定等認定等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴うううう関係法律関係法律関係法律関係法律のののの整備等整備等整備等整備等にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第 121121121121 条第条第条第条第 1111

項項項項においてにおいてにおいてにおいて読読読読みみみみ替替替替えてえてえてえて準用準用準用準用するするするする同法第同法第同法第同法第106106106106条第条第条第条第1111項項項項にににに定定定定めるめるめるめる一般法人一般法人一般法人一般法人のののの設立設立設立設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行施行施行施行するするするする。。。。    

    

2222    本定款第本定款第本定款第本定款第 22222222 条第条第条第条第 3333 項項項項のののの規定規定規定規定にににに係係係係わらずわらずわらずわらず、、、、移行後最初移行後最初移行後最初移行後最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黒川光博黒川光博黒川光博黒川光博（（（（会長会長会長会長））））とととと

するするするする。。。。    

    

3333        一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及一般社団法人及びびびび一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人にににに関関関関するするするする法律及法律及法律及法律及びびびび公益社団法人及公益社団法人及公益社団法人及公益社団法人及びびびび公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人のののの認認認認

定等定等定等定等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴うううう関係法律関係法律関係法律関係法律のののの整備等整備等整備等整備等にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第121121121121条第条第条第条第1111項項項項においてにおいてにおいてにおいて

読読読読みみみみ替替替替えてえてえてえて準用準用準用準用するするするする同法第同法第同法第同法第106106106106条第条第条第条第1111項項項項にににに定定定定めるめるめるめる特例民法法人特例民法法人特例民法法人特例民法法人のののの解散解散解散解散のののの登記登記登記登記とととと一般法人一般法人一般法人一般法人

のののの設立設立設立設立のののの登記登記登記登記をををを行行行行ったときはったときはったときはったときは、、、、第第第第 43434343 条条条条のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、解散解散解散解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日前日前日前日をををを

事業年度事業年度事業年度事業年度のののの末日末日末日末日としとしとしとし、、、、設立設立設立設立のののの登記登記登記登記のののの日日日日をををを事業年度事業年度事業年度事業年度ののの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。。。。    


