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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    名北労働基準協会名北労働基準協会名北労働基準協会名北労働基準協会    定款定款定款定款    

    

第第第第１１１１章章章章    総総総総則則則則 

（（（（名名名名称称称称））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、一般社団法人名北労働基準協会一般社団法人名北労働基準協会一般社団法人名北労働基準協会一般社団法人名北労働基準協会（（（（以下以下以下以下「「「「本会本会本会本会」」」」というというというという。）。）。）。）

とととと称称称称するするするする。。。。    

    

（（（（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愛知県愛知県愛知県愛知県名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市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    

（（（（目目目目的的的的））））    

第第第第３３３３条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法、、、、労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法、、、、労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法そのそのそのその他他他他

のののの労働関係法令労働関係法令労働関係法令労働関係法令をををを普及普及普及普及促進促進促進促進しししし、、、、労働条件労働条件労働条件労働条件のののの向上向上向上向上とととと労働災害労働災害労働災害労働災害のののの防止防止防止防止等等等等労働者労働者労働者労働者のののの

安全安全安全安全とととと健康健康健康健康のののの確確確確保保保保並並並並びにびにびにびに能力向上能力向上能力向上能力向上及及及及びびびび福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって産業産業産業産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にににに寄与寄与寄与寄与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。。。。    

 

（（（（事事事事業業業業））））    

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。。。。    

（（（（１１１１））））労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法、、、、労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法、、、、労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法そのそのそのその他他他他のののの労働関係労働関係労働関係労働関係

法令法令法令法令のののの普及促進普及促進普及促進普及促進にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（２２２２））））賃金賃金賃金賃金、、、、労働時間等労働条件労働時間等労働条件労働時間等労働条件労働時間等労働条件のののの改善促進改善促進改善促進改善促進にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（３３３３））））産業安全産業安全産業安全産業安全、、、、労働衛生及労働衛生及労働衛生及労働衛生及びびびび健康確保増進健康確保増進健康確保増進健康確保増進のののの普及促進普及促進普及促進普及促進にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（４４４４））））前前前前３３３３号号号号についてについてについてについて、、、、広広広広くくくく普及周知啓発普及周知啓発普及周知啓発普及周知啓発のためののためののためののための各種講習会各種講習会各種講習会各種講習会、、、、研修会研修会研修会研修会、、、、セミセミセミセミ

ナーナーナーナー、、、、大会大会大会大会、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン、、、、研究会等研究会等研究会等研究会等にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（５５５５））））労働問題労働問題労働問題労働問題にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応するためのするためのするためのするための法令法令法令法令、、、、判例等判例等判例等判例等のののの情報提供及情報提供及情報提供及情報提供及びびびび労働相談労働相談労働相談労働相談

等等等等にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（６６６６））））労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法にににに定定定定めるめるめるめる特別教特別教特別教特別教育育育育、、、、能力向上教育等能力向上教育等能力向上教育等能力向上教育等のののの講習会及講習会及講習会及講習会及びびびび研修会研修会研修会研修会

のののの開催開催開催開催にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（７７７７））））社会保険労務士受験対策講座等能力向上社会保険労務士受験対策講座等能力向上社会保険労務士受験対策講座等能力向上社会保険労務士受験対策講座等能力向上のののの研修研修研修研修にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（８８８８））））労働保険事務組合労働保険事務組合労働保険事務組合労働保険事務組合及及及及びびびび建設自営業者組合建設自営業者組合建設自営業者組合建設自営業者組合のののの運営等運営等運営等運営等にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（９９９９））））優良事業場等優良事業場等優良事業場等優良事業場等のののの表彰及表彰及表彰及表彰及びびびび健康診断費用助成等健康診断費用助成等健康診断費用助成等健康診断費用助成等労働者労働者労働者労働者のののの福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進にににに関関関関すすすす

るるるる事業事業事業事業    
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（（（（10101010））））新規就職者等新規就職者等新規就職者等新規就職者等のののの能力育成能力育成能力育成能力育成にににに関関関関するするするする事業及事業及事業及事業及びびびび職業安定法職業安定法職業安定法職業安定法にににに基基基基づくづくづくづく職業紹介職業紹介職業紹介職業紹介

にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（11111111））））機機機機関誌関誌関誌関誌のののの発行及発行及発行及発行及びびびびホームページのホームページのホームページのホームページの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

（（（（12121212））））関係官庁及関係官庁及関係官庁及関係官庁及びびびび関係団体関係団体関係団体関係団体とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡、、、、調整等調整等調整等調整等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

（（（（13131313））））そのそのそのその他本会他本会他本会他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、、、、愛知県内愛知県内愛知県内愛知県内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 会会会会員員員員    

（（（（本会本会本会本会のののの構構構構成成成成員員員員））））    

第第第第５５５５条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、本会本会本会本会のののの事業事業事業事業にににに賛同賛同賛同賛同するするするする事業場事業場事業場事業場、、、、団体又団体又団体又団体又はははは個人個人個人個人であってであってであってであって、、、、次条次条次条次条

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となったとなったとなったとなった者者者者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会員会員会員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法律法律法律（（（（以下以下以下以下「「「「一一一一

般法般法般法般法」」」」とととといういういういう。）。）。）。）上上上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。。。。    

 

（（（（会員会員会員会員のののの資格資格資格資格のののの取得取得取得取得））））    

第第第第６６６６条条条条        会員会員会員会員としてとしてとしてとして入会入会入会入会しようとするしようとするしようとするしよ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によりによりによりにより申申申申込込込込    

みみみみをををを行行行行いいいい、、、、会長会長会長会長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。。。。    

 

（（（（会会会会費費費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ずるずるずるず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、、、、会員会員会員会員になったになったになったになった時時時時

及及及及びびびび毎年毎年毎年毎年、、、、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会費会費会費会費をををを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。。。。    

 

（（（（任意任意任意任意退会退会退会退会））））    

第第第第８８８８条条条条    会員会員会員会員はははは、、、、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提出提出提出提出することによりすることによりすることによりすることにより、、、、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退退退

会会会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。。。。    

 

（（（（除除除除名名名名））））    

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場合場合場合場合はははは、、、、総会総会総会総会のののの決議決議決議決議にににに

基基基基づきづきづきづき、、、、当該会員当該会員当該会員当該会員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。。。。    

（（（（１１１１））））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そのはそのはそのはその他他他他のののの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。。。。        

（（（（２２２２））））本会本会本会本会のののの名誉名誉名誉名誉をををを著著著著しくしくしくしく毀損毀損毀損毀損しししし、、、、又又又又はははは信用信用信用信用をををを失失失失わせるわせるわせるわせる行為行為行為行為があったときがあったときがあったときがあったとき。。。。    

（（（（３３３３））））そのそのそのその他除名他除名他除名他除名すべきすべきすべきすべき正当正当正当正当なななな事由事由事由事由があるときがあるときがあるときがあるとき。。。。    

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、、、、当該総会当該総会当該総会当該総会のののの日日日日からからからから１１１１週間前週間前週間前週間前までまでまでまで

にににに当該会員当該会員当該会員当該会員にににに通知通知通知通知しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて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えなければならなえなければならなえなければならな

いいいい。。。。    

３３３３    会長会長会長会長はははは、、、、前項前項前項前項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したしたしたしたときはときはときはときは、、、、除名除名除名除名したしたしたした会員会員会員会員にににに対対対対ししししそのそのそのその旨旨旨旨をををを
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通知通知通知通知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。。。。    

    

（（（（会員会員会員会員のののの資格喪失資格喪失資格喪失資格喪失））））    

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場合場合場合場合にににに

はははは、、、、そのそのそのその資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失するするするする。。。。    

（（（（１１１１））））当該会員当該会員当該会員当該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したときしたときしたときしたとき。。。。    

（（（（２２２２））））２２２２年以上会費年以上会費年以上会費年以上会費をををを滞納滞納滞納滞納したしたしたしたときときときとき。。。。    

（（（（３３３３））））総会員総会員総会員総会員のののの同意同意同意同意があったときがあったときがあったときがあったとき。。。。    

 

第第第第４４４４章章章章    総総総総会会会会    

（（（（構成構成構成構成））））    

第第第第１１１１１１１１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会員会員会員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、、、、一般法上一般法上一般法上一般法上のののの社員総会社員総会社員総会社員総会ととととするするするする。。。。    

 

（（（（権権権権限限限限））））    

第第第第１２１２１２１２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。。。。    

（（（（１１１１））））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    

（（（（２２２２））））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    

（（（（３３３３））））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））））    

（（（（４４４４））））会費会費会費会費にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

（（（（５５５５））））定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

（（（（６６６６））））会員会員会員会員のののの除名除名除名除名    

（（（（７７７７））））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    

（（（（８８８８））））そのそのそのその他総会他総会他総会他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    

  

（（（（開開開開催催催催））））    

第第第第１３１３１３１３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２２２２箇箇箇箇月以内月以内月以内月以内にににに１１１１回開催回開催回開催回開催すすすす

るるる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。。。。    

                    

（（（（招招招招集集集集））））    

第第第第１４１４１４１４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づづづ

きききき、、、、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    総会員総会員総会員総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的目的目的目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することすることすること

ができるができるができるができる。。。。    

３３３３    総会総会総会総会をををを招招招招集集集集するときはするときはするときはするときは、、、、開催日開催日開催日開催日のののの２２２２週間前週間前週間前週間前までにまでにまでにまでに、、、、会員会員会員会員にににに対対対対してしてしてして開催開催開催開催のののの日日日日
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時時時時、、、、場所場所場所場所、、、、目的及目的及目的及目的及びびびび審議事項審議事項審議事項審議事項をををを記載記載記載記載したしたしたした書面書面書面書面でもってでもってでもってでもって通知通知通知通知するするするする。。。。    

 

（（（（議議議議長長長長））））    

第第第第１５１５１５１５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がこれにがこれにがこれに当当当当たるたるたるたる。。。。    

２２２２    会長会長会長会長がががが欠欠欠欠けたときけたときけたときけたと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当当当当たるたるたるたる。。。。    

    

（（（（議決権議決権議決権議決権））））    

第第第第１６１６１６１６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、、、、会員会員会員会員１１１１名名名名につきにつきにつきにつき１１１１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１７１７１７１７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、、、、総会員総会員総会員総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会員会員会員会員がががが出席出席出席出席しししし、、、、出出出出

席席席席したしたしたした当該会員当該会員当該会員当該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、、、、総会員総会員総会員総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、、、、総会総会総会総会

員員員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をもってをもってをもってをもって行行行行うううう。。。。    

（（（（１１１１））））会員会員会員会員のののの除名除名除名除名    

（（（（２２２２））））監事監事監事監事のののの解任解任解任解任    

（（（（３３３３））））定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

（（（（４４４４））））解散解散解散解散    

（（（（５５５５））））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、、、、各候補者各候補者各候補者各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なければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。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２１２１２１２１

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合場合場合場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得票得票得票

数数数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代理行使代理行使代理行使））））    

第第第第１８１８１８１８条条条条    総会総会総会総会にににに出席出席出席出席できないできないできないできない会員会員会員会員はははは、、、、委任状委任状委任状委任状そのそのそのその他他他他のののの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

をををを会長会長会長会長にににに提出提出提出提出してしてしてして、、、、代理人代理人代理人代理人にににによってよってよってよっ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場場場

合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、前条前条前条前条のののの適用適用適用適用についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその会員会員会員会員はははは総会総会総会総会にににに出出出出席席席席したものとみなしたものとみなしたものとみなしたものとみな

しししし、、、、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。。。。    

    

（（（（書面書面書面書面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    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総会総会総会総会にににに出席出席出席出席できないできないできないできない会員会員会員会員がががが書面書面書面書面でででで議決権議決権議決権議決権をををを行使行使行使行使できできできでき

ることをることをることをることを定定定定めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、総会総会総会総会にににに出席出席出席出席できないできないできないできない会員会員会員会員はははは、、、、議決権行使書議決権行使書議決権行使書議決権行使書をもってをもってをもってをもって    

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、、、、そのそのそのその議決権議決権議決権議決権のののの数数数数をををを第第第第

１７１７１７１７条条条条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。。。。    
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（（（（議事録議事録議事録議事録））））    

第第第第２０２０２０２０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にににはははは、、、、議長及議長及議長及議長及びびびび総会総会総会総会にににに出席出席出席出席したしたしたした理事理事理事理事のうちからのうちからのうちからのうちから議長議長議長議長がががが指名指名指名指名したしたしたした者者者者２２２２

名名名名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。。。。    

３３３３    議事録議事録議事録議事録はははは、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに１０１０１０１０年間備年間備年間備年間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５５５５章章章章 役役役役員員員員 

（（（（役員役員役員役員のののの設置設置設置設置））））    

第第第第２１２１２１２１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。。。。    

（（（（１１１１））））    理事理事理事理事    １１１１００００名以上名以上名以上名以上２０２０２０２０名以内名以内名以内名以内    

（（（（２２２２））））    監事監事監事監事    ３３３３名以内名以内名以内名以内    

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としとしとしとし、、、、会長以外会長以外会長以外会長以外のののの理事理事理事理事のうちのうちのうちのうち３３３３名以内名以内名以内名以内をををを副会長副会長副会長副会長、、、、１１１１

名名名名をををを専務理事専務理事専務理事専務理事とするとするとするとする。。。。又又又又、、、、常務理事常務理事常務理事常務理事１１１１名名名名をををを置置置置くことができるものとするくことができるものとするくことができるものとするくことができるものとする。。。。    

３３３３    前項前項前項前項のののの会長会長会長会長をもってをもってをもってをもって一般法一般法一般法一般法にににに定定定定めるめるめるめる代表理事代表理事代表理事代表理事ととととしししし、、、、専務理事専務理事専務理事専務理事及及及及びびびび常務理事常務理事常務理事常務理事

をもってをもってをもってをもって一般法一般法一般法一般法にににに定定定定めるめるめるめる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２２２２２２２２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りによりによりにより選任選任選任選任するするするする。。。。    

２２２２    会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長及及及及びびびび専務理事専務理事専務理事専務理事、、、、常務理事常務理事常務理事常務理事そのそのそのその他他他他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はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの

決議決議決議決議によってによってによってによ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。。。。        

 

（（（（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２３２３２３２３条条条条    理事理事理事理事はははは、、、、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のののの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るするするする。。。。    

２２２２    会長会長会長会長はははは、、、、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

をををを執行執行執行執行するするするする。。。。    

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、、、、本会本会本会本会のののの業務業務業務業務をををを執行執行執行執行するするするするとともにとともにとともにとともに、、、、

会長会長会長会長にににに事故事故事故事故あるときあるときあるときあるとき又又又又はははは会長会長会長会長がががが欠欠欠欠けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを代行代行代行代行するするするする。。。。又又又又、、、、常常常常

務理事務理事務理事務理事はははは、、、、専務理事専務理事専務理事専務理事をををを補佐補佐補佐補佐しししし、、、、本会本会本会本会のののの業務業務業務業務をををを執行執行執行執行するするするする。。。。        

５５５５ 代表理事代表理事代表理事代表理事及及及及びびびび業務執行理事業務執行理事業務執行理事業務執行理事はははは、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箇箇箇箇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回以回以回以回以

上上上上、、、、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２４２４２４２４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監監監
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査報告査報告査報告査報告をををを作成作成作成作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、、、、理事及理事及理事及理事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業業業    

務及務及務及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２５２５２５２５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。。。。            

２２２２    任任任任期期期期のののの満了前満了前満了前満了前にににに退任退任退任退任したしたしたし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監監監

事事事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。。。。    

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はははは、、、、第第第第２１２１２１２１条条条条でででで定定定定めるめるめるめる役員役員役員役員のののの定数定数定数定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、、、、任任任任

期期期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よりによりによりにより退任退任退任退任したしたしたした後後後後ににににおいてもおいてもおいてもおいても、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ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

理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事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利義務権利義務権利義務権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２６２６２６２６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、、、、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ししし

てはてはてはては、、、、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報酬等報酬等報酬等報酬等のののの支給基準支給基準支給基準支給基準にににに従従従従ってってってっ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報酬報酬報酬

等等等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。。。。    

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、、、、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はにはにはには、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを行行行行うためのうためのうためのうための費用費用費用費用    

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。。。。    

    

（（（（役員役員役員役員のののの定年定年定年定年））））    

第第第第２８２８２８２８条条条条    常勤常勤常勤常勤のののの理事理事理事理事のののの定年定年定年定年はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる役員規程役員規程役員規程役員規程によるによるによるによる。。。。    

 

（（（（役員役員役員役員のののの損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任のののの免除免除免除免除））））    

第第第第２９２９２９２９条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、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一般法第一般法第一般法第一般法第１１４１１４１１４１１４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によりによりによりにより、、、、理理理理

事又事又事又事又はははは監事監事監事監事がががが職務職務職務職務をををを行行行行うにつきうにつきうにつきうにつき善意善意善意善意でかつでかつでかつでかつ重大重大重大重大なななな過失過失過失過失がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、理事会理事会理事会理事会

のののの決議決議決議決議によってによってによってによって、、、、法令法令法令法令にににに規定規定規定規定するするするする額額額額をををを限度限度限度限度としてとしてとしてとして損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任をををを免除免除免除免除するこするこするこするこ

とができるとができるとができるとができる。。。。        

２２２２    本会本会本会本会はははは、、、、一般法第一般法第一般法第一般法第１１５１１５１１５１１５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によりによりによりにより、、、、外部理事又外部理事又外部理事又外部理事又はははは外部監事外部監事外部監事外部監事とととと

のののの間間間間にににに、、、、職務職務職務職務をををを行行行行うにつきうにつきうにつきうにつき善意善意善意善意ででででかつかつかつかつ重大重大重大重大なななな過失過失過失過失がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、損害賠償責損害賠償責損害賠償責損害賠償責

任任任任のののの限定契約限定契約限定契約限定契約をををを契約契約契約契約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においてにおいてにおいて、、、、責任責任責任責任のののの限度額限度額限度額限度額はははは、、、、一般法第一般法第一般法第一般法第１１３１１３１１３１１３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によによによによ

るるるる最低責任限度額最低責任限度額最低責任限度額最低責任限度額とするとするとするとする。。。。    
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（（（（顧顧顧顧問問問問））））    

第第第第３０３０３０３０条条条条    本会本会本会本会にににに顧問顧問顧問顧問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。。。。    

２２２２    顧問顧問顧問顧問はははは、、、、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。。。。    

３３３３    顧問顧問顧問顧問はははは、、、、会長会長会長会長のののの諮問諮問諮問諮問にににに応応応応じじじじ、、、、会務運営会務運営会務運営会務運営についてについてについてについて意見意見意見意見をををを述述述述べることができるべることができるべることができるべることができる。。。。    

４４４４    顧問顧問顧問顧問のののの報酬報酬報酬報酬はははは、、、、会長会長会長会長がががが定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

第第第第６６６６章章章章 理事会理事会理事会理事会 

（（（（構構構構成成成成））））    

第第第第３１３１３１３１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。。。。    

 

（（（（権権権権限限限限））））    

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、、、、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。。。。    

（（（（１１１１））））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    

（（（（２２２２））））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    

（（（（３３３３））））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、、、、常務常務常務常務理事理事理事理事そのそのそのその他他他他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    

（（（（４４４４））））そのそのそのその他法令又他法令又他法令又他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    

    

（（（（招招招招集集集集））））    

第第第第３３３３３３３３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招集招集招集招集するするするする。。。。    

２２２２    会長会長会長会長がががが欠欠欠欠けたときけたときけたときけたと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あるときはあるときはあるときはあるときは、、、、各理事各理事各理事各理事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。。。。    

３３３３    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ときはするときはするときはするときは、、、、日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所、、、、目的及目的及目的及目的及びびびび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たしたしたした書書書書

面面面面をもってをもってをもってをもって、、、、開催日開催日開催日開催日のののの１１１１週間前週間前週間前週間前までにまでにまでにまでに通知通知通知通知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。。。。    

４４４４    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、、、、理事理事理事理事のののの全員全員全員全員のののの同意同意同意同意があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、招集招集招集招集のののの手続手続手続手続きききき

をををを経経経経ることなくることなくることなくることなく理事会理事会理事会理事会をををを開催開催開催開催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。。。。    

    

（（（（議議議議長長長長））））    

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議長議長議長議長はははは、、、、会長会長会長会長がこれにがこれにがこれにがこれに当当当当たるたるたるたる。。。。    

 

（（（（決決決決議議議議））））    

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、、、、一般法一般法一般法一般法第第第第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、、、、理事理事理事理事
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会会会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３６３６３６３６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、、、、法令法令法令法令のののの定定定定めるところめるところめるところめるところによりによりにより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、、、、出席出席出席出席したしたしたした会長会長会長会長及及及及びびびび監事監事監事監事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。。。。    

３３３３    議事録議事録議事録議事録はははは、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに１０１０１０１０年間備年間備年間備年間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７７７７章章章章 事務局事務局事務局事務局等等等等    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

第第第第３７３７３７３７条条条条    本会本会本会本会のののの事務事務事務事務をををを処理処理処理処理するためするためするためするため、、、、事務局事務局事務局事務局をををを置置置置くくくく。。。。        

２２２２    事務局事務局事務局事務局のののの運営等必要運営等必要運営等必要運営等必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、理事会理事会理事会理事会でででで定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（部会及部会及部会及部会及びびびび支部支部支部支部））））    

第第第第３８３８３８３８条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、事業事業事業事業をををを円滑円滑円滑円滑にににに遂行遂行遂行遂行しししし、、、、会員相互会員相互会員相互会員相互のののの連携連携連携連携をををを密密密密にするためにするためにするためにするため部会部会部会部会

及及及及びびびび支部支部支部支部をををを置置置置くくくくことができることができることができることができる。。。。    

２２２２    部会及部会及部会及部会及びびびび支部支部支部支部のののの構成並構成並構成並構成並びにびにびにびに運営運営運営運営についてについてについてについて、、、、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必要必要必要必要なななな規程規程規程規程をををを定定定定

めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

 

第第第第８８８８章章章章 財産及財産及財産及財産及びびびび会計会計会計会計    

（（（（事事事事業年度業年度業年度業年度））））    

第第第第３９３９３９３９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４０４０４０４０条条条条    本会本会本会本会のののの事業計画事業計画事業計画事業計画書書書書及及及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、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度のののの前日前日前日前日まままま

でにでにでにでに、、、、会長会長会長会長がががが作成作成作成作成しししし、、、、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。。。。これをこれをこれをこれを変更変更変更変更すすすす

るるる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事業年度当該事業年度当該事業年度当該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間間間

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。。。。    

 

（（（（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４１４１４１４１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、、、、毎事業年度終了毎事業年度終了毎事業年度終了毎事業年度終了後後後後、、、、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たけたけたけ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けなければなけなければなけなければな

らないらないらないらない。。。。    

（（（（１１１１））））事業報告事業報告事業報告事業報告    

（（（（２２２２））））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    
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（（（（３３３３））））貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表    

（（（（４４４４））））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））））    

（（（（５５５５））））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についてはについてはについてはについては、、、、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ににに

ついてはついてはついてはついては総会総会総会総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そのそのその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のほかのほかのほかのほか、、、、監査報告監査報告監査報告監査報告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とともにくとともにくとともにくとともに、、、、

定款及定款及定款及定款及びびびび会員名簿会員名簿会員名簿会員名簿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４２４２４２４２条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、総会総会総会総会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより定款定款定款定款をををを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。。。。    

 

（（（（解解解解散散散散））））    

第第第第４３４３４３４３条条条条    本会本会本会本会はははは、、、、総会総会総会総会のののの決議決議決議決議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るするするする。。。。    

    

（（（（残余財産残余財産残余財産残余財産のののの帰属帰属帰属帰属等等等等））））    

第第第第４４４４４４４４条条条条    本会本会本会本会がががが清算清算清算清算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げげげ

るるるる法人法人法人法人又又又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公共団体地方公共団体地方公共団体地方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。。。。    

２２２２    本会本会本会本会はははは、、、、会員会員会員会員そのそのそのその他他他他のののの者者者者にににに対対対対してしてしてして、、、、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うううことができないことができないことができないことができない。。。。    

 

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    

（（（（公公公公告告告告のののの方法方法方法方法））））    

第第第第４５４５４５４５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

とするとするとするとする。。。。    

    

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４６４６４６４６条条条条    このこのこのこの定款定款定款定款にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、本会本会本会本会のののの運営運営運営運営にににに必要必要必要必要なななな規程規程規程規程はははは、、、、理事会理事会理事会理事会

のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

 

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、、、、一般一般一般一般法法法法及及及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公益財団公益財団公益財団法人法人法人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法律法律法律（（（（以下以下以下以下「「「「整備法整備法整備法整備法」」」」というというというという。）。）。）。）

第第第第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めめめ
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るるる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    本会本会本会本会のののの最初最初最初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石原金三石原金三石原金三石原金三ととととしししし、、、、業務執業務執業務執業務執行理事行理事行理事行理事はははは池戸宏光池戸宏光池戸宏光池戸宏光とするとするとするとする。。。。    

３３３３    一般法及一般法及一般法及一般法及びびびび整備法第整備法第整備法第整備法第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１１１１

０６０６０６０６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特例特例特例民法法人民法法人民法法人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一般一般一般法人法人法人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３３３３９９９９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事業事業事業

年度年度年度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。。。。    

    


