
1 

 

一般社団法人札幌地区自家用自動車協会一般社団法人札幌地区自家用自動車協会一般社団法人札幌地区自家用自動車協会一般社団法人札幌地区自家用自動車協会    定定定定    款款款款    

    

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、、、、一般社団法人札幌地区自家用自動車協会一般社団法人札幌地区自家用自動車協会一般社団法人札幌地区自家用自動車協会一般社団法人札幌地区自家用自動車協会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    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、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北海道札幌市北海道札幌市北海道札幌市北海道札幌市にににに置置置置くくくく。。。。    

                ２２２２        このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、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従従従従たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所をををを必要必要必要必要なななな地地地地にににに置置置置くくくく    

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

    

（（（（目目目目    的的的的））））    

第第第第    ３３３３    条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、自家用自動車自家用自動車自家用自動車自家用自動車のののの普及発達普及発達普及発達普及発達をををを図図図図りりりり、、、、輸送秩序輸送秩序輸送秩序輸送秩序のののの確立確立確立確立とととと交交交交    

                                通安全思想通安全思想通安全思想通安全思想のののの普及昂揚普及昂揚普及昂揚普及昂揚にににに努努努努めめめめ、、、、もってもってもってもって自動車行政自動車行政自動車行政自動車行政にににに寄与寄与寄与寄与しししし、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて    

                                公共公共公共公共のののの福祉福祉福祉福祉をををを増進増進増進増進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    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、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)    自家用自動車自家用自動車自家用自動車自家用自動車にににに関関関関するするするする指導指導指導指導、、、、調査研究調査研究調査研究調査研究、、、、資料収集及資料収集及資料収集及資料収集及びびびび機関紙発行機関紙発行機関紙発行機関紙発行    

                                            によるによるによるによる情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    

                (2)(2)(2)(2)    このこのこのこの法人法人法人法人としてとしてとしてとして意見意見意見意見のののの公表公表公表公表、、、、又又又又はははは関係官公署関係官公署関係官公署関係官公署にににに対対対対するするするする申出申出申出申出、、、、ならならならなら    

                                            びにびにびにびに示達事項示達事項示達事項示達事項のののの伝達伝達伝達伝達、、、、そのそのそのその他関係法規施行上他関係法規施行上他関係法規施行上他関係法規施行上のののの措置措置措置措置にににに対対対対するするするする協力協力協力協力    

                (3)(3)(3)(3)    交通安全思想交通安全思想交通安全思想交通安全思想のののの普及普及普及普及ならびにならびにならびにならびに交通事故防止対策交通事故防止対策交通事故防止対策交通事故防止対策のののの推進推進推進推進    

                (4)(4)(4)(4)    自動車損害賠償責任保険及自動車損害賠償責任保険及自動車損害賠償責任保険及自動車損害賠償責任保険及びびびび自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険にににに関関関関するするするする保険代理業務保険代理業務保険代理業務保険代理業務    

                (5)(5)(5)(5)        関係官公署関係官公署関係官公署関係官公署にににに対対対対するするするする申申申申請届出請届出請届出請届出のののの案内案内案内案内にににに関関関関することすることすることすること。。。。    

                (6)(6)(6)(6)    自動車登録番号標及自動車登録番号標及自動車登録番号標及自動車登録番号標及びびびび車両番号標車両番号標車両番号標車両番号標のののの交付代行交付代行交付代行交付代行ならびにならびにならびにならびに販売業務販売業務販売業務販売業務    

                (7)  (7)  (7)  (7)  自動車登録番号標封印自動車登録番号標封印自動車登録番号標封印自動車登録番号標封印のののの委託取委託取委託取委託取りりりり付付付付けけけけ業務業務業務業務    

                (8)(8)(8)(8)    自動車自動車自動車自動車のののの整備管理者制度整備管理者制度整備管理者制度整備管理者制度のののの運営運営運営運営ならびにならびにならびにならびに整備管理者整備管理者整備管理者整備管理者のののの指導指導指導指導・・・・教育教育教育教育    

                (9)(9)(9)(9)    各関係機関各関係機関各関係機関各関係機関とととと会員間及会員間及会員間及会員間及びびびび会員相互会員相互会員相互会員相互のののの連絡協調連絡協調連絡協調連絡協調をををを緊密緊密緊密緊密にしにしにしにし、、、、福祉福祉福祉福祉のののの    

                                            増進増進増進増進にににに努努努努めるめるめるめる。。。。    

             (10) (10) (10) (10)    そのそのそのその他他他他このこのこのこの法人法人法人法人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    

    

（（（（公告公告公告公告のののの方法方法方法方法））））    

第第第第    ５５５５    条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人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    
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                                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。。。。    

第第第第    ２２２２    章章章章        会会会会        員員員員    

（（（（種種種種    別別別別））））    

第第第第    ６６６６    条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの会員会員会員会員はははは、、、、次次次次のののの３３３３種種種種としとしとしとし、、、、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「「「「一般法人法一般法人法一般法人法一般法人法」」」」というというというという。）。）。）。）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。。。。    

                (1)(1)(1)(1)    正会員正会員正会員正会員        このこのこのこの法人法人法人法人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てしてしてして入会入会入会入会したしたしたした個人又個人又個人又個人又はははは団体団体団体団体    

        (2)        (2)        (2)        (2)    賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事業事業事業事業をををを賛助賛助賛助賛助するためにするためにするためにするために入会入会入会入会したしたしたした個人又個人又個人又個人又はははは

団体団体団体団体    

        (3)        (3)        (3)        (3)    名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    このこのこのこの法人法人法人法人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又者又者又者又はははは学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者でででで総会総会総会総会にににに

おいておいておいておいて推薦推薦推薦推薦されたされたされたされた者者者者    

    

（（（（入入入入    会会会会））））    

第第第第    ７７７７    条条条条    正会員又正会員又正会員又正会員又はははは賛助会員賛助会員賛助会員賛助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、、、、理事会理事会理事会理事会がががが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、、、、申申申申しししし込込込込むものとするむものとするむものとするむものとする。。。。    

    

（（（（経費経費経費経費のののの負担負担負担負担））））    

第第第第    ８８８８    条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人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、、、、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はははは、、、、入会入会入会入会したしたしたした時及時及時及時及びびびび毎年度毎年度毎年度毎年度、、、、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額額額額をををを    

                                支払支払支払支払うううう義務義務義務義務をををを負負負負うううう。。。。    

    

（（（（退退退退    会会会会））））    

第第第第    ９９９９    条条条条    正会員正会員正会員正会員、、、、賛助会員及賛助会員及賛助会員及賛助会員及びびびび名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員はははは、、、、理事会理事会理事会理事会がががが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提提提    

                出出出出してしてしてして、、、、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。。。。    

    

（（（（除除除除    名名名名））））    

第第第第    10 10 10 10 条条条条    会員会員会員会員がががが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、、、、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、、、、    

                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。。。。    

                (1)(1)(1)(1)    このこのこのこの定款定款定款定款そのそのその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））））このこのこのこの法人法人法人法人のののの名誉名誉名誉名誉をををを毀損毀損毀損毀損しししし、、、、又又又又はははは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。。。。    

                (3)(3)(3)(3)    そのそのそのその他他他他、、、、除名除名除名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ときはするときはするときはするときは、、、、当該会員当該会員当該会員当該会員にににに対対対対しししし、、、、当該総当該総当該総当該総    

                会会会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にそのまでにそのまでにそのまでにその旨旨旨旨をををを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    

                するするするする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。。。。    

            ３３３３    会員会員会員会員をををを除名除名除名除名したとしたとしたとしたときはきはきはきは、、、、当該会員当該会員当該会員当該会員にににに対対対対しししし、、、、除名除名除名除名したしたしたした旨旨旨旨をををを通知通知通知通知しなけしなけしなけしなけ    
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                ればならないればならないればならないればならない。。。。    

    

（（（（会員資格会員資格会員資格会員資格のののの喪失喪失喪失喪失））））    

第第第第 11  11  11  11 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ったとったとったと    

                きはきはきはきは、、、、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。。。。    

                (1)(1)(1)(1)        総正会員総正会員総正会員総正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。。。。    

                (2)(2)(2)(2)        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。。。。    

                (3)(3)(3)(3)    １１１１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ときしたときしたときしたとき。。。。    

    

（（（（拠出金品拠出金品拠出金品拠出金品のののの不返還不返還不返還不返還））））    

第第第第 12  12  12  12 条条条条    前前前前３３３３条条条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がががが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納既納既納既納のののの入会金入会金入会金入会金、、、、会費及会費及会費及会費及    

                びそのびそのびそのび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いしないしないしない。。。。    

第第第第    ３３３３    章章章章        総総総総            会会会会    

（（（（構構構構    成成成成））））    

第第第第 13  13  13  13 条条条条    総会総会総会総会はははは、、、、総正会員総正会員総正会員総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、、、、一般法人法上一般法人法上一般法人法上一般法人法上のののの社員総会社員総会社員総会社員総会とするとするとするとする。。。。    

    

（（（（権権権権    限限限限））））    

第第第第 14  14  14  14 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)    会員会員会員会員のののの除名除名除名除名    

        (2)        (2)        (2)        (2)    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    

        (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報酬等報酬等報酬等報酬等のののの額額額額    

        (4)        (4)        (4)        (4)    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    

        (5)        (5)        (5)        (5)    定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

        (6)        (6)        (6)        (6)    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    

        (7)        (7)        (7)        (7)    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められめられめられ    

                                            たたたた事項事項事項事項    

    

（（（（開開開開    催催催催））））    

第第第第 15  15  15  15 条条条条    総会総会総会総会はははは、、、、定時総会及定時総会及定時総会及定時総会及びびびび臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会のののの２２２２種種種種とするとするとするとする。。。。    

            ２２２２    定時総会定時総会定時総会定時総会はははは、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度５５５５月月月月にににに開催開催開催開催しししし、、、、臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会はははは、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて    

                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 16  16  16  16 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    
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                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 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会員正会員正会員正会員からからからから、、、、総総総総    

                会会会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のののの請求請求請求請求があっがあっがあっがあっ    

                たときはたときはたときはたときは、、、、会長会長会長会長はははは、、、、臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会をををを招集招集招集招集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。。。。    

            ３３３３    総会総会総会総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、、、、会長会長会長会長はははは、、、、総会総会総会総会のののの日日日日のののの 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、、、、正会正会正会正会    

                員員員員にににに対対対対しししし、、、、会議会議会議会議のののの日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所、、、、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、、、、そのそのそのその他必要他必要他必要他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面書面書面書面をもってをもってをもってをもって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。。。。    

    

（（（（議議議議    長長長長））））    

第第第第 17  17  17  17 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、、、、当該総会当該総会当該総会当該総会においてにおいてにおいてにおいて、、、、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中中中中からからからから選出選出選出選出すすすす    

                るるるる。。。。    

    

（（（（議決権議決権議決権議決権））））    

第第第第 18  18  18  18 条条条条    正会員正会員正会員正会員はははは、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて各各各各１１１１個個個個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。。。。    

    

（（（（決決決決    議議議議））））    

第第第第 19  19  19  19 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であっであっであっ    

                てててて、、、、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合計合計合計    

                数数数数がががが第第第第 23232323 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ときはるときはるときはるときは、、、、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行使議決権行使議決権行使議決権行使））））    

第第第第 20  20  20  20 条条条条    正会員正会員正会員正会員ははは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もってをもってをもってをもって議決議決議決議決    

                権権権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においてにおいてにおいて、、、、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出出出出    

                席席席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。。。。    
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（（（（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 21  21  21  21 条条条条    正会員正会員正会員正会員はははは、、、、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書書書面面面面をををを提出提出提出提出してしてしてして、、、、代理代理代理代理    

                人人人人によってによってによってによって総会総会総会総会のののの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。。。。    

    

（（（（議事録議事録議事録議事録））））    

第第第第 22  22  22  22 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    

                しししし、、、、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正会員正会員正会員正会員のののの中中中中からからからから選任選任選任選任されたされたされたされた議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人２２２２名以名以名以名以    

                上上上上がががが、、、、これにこれにこれにこれに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    ４４４４    章章章章        役役役役    員員員員    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 23  23  23  23 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに、、、、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)    理理理理    事事事事    １５１５１５１５名以上名以上名以上名以上１９１９１９１９名以内名以内名以内名以内    

                                (2)(2)(2)(2)    監監監監    事事事事    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、、、、２２２２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。。。。    

                なおなおなおなお、、、、必要必要必要必要によりによりによりにより１１１１名名名名をををを常務理事常務理事常務理事常務理事とすることができるとすることができるとすることができるとすることができる。。。。    

            ３３３３    前項前項前項前項のののの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もってをもってをもってをもって一般法人法上一般法人法上一般法人法上一般法人法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、、、、専務専務専務専務    

                理事及理事及理事及理事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 24  24  24  24 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、、、、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務理事常務理事常務理事常務理事はははは、、、、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理理理    

                事事事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    監事監事監事監事はははは、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの理事又理事又理事又理事又はははは使用人使用人使用人使用人をををを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職務職務職務））））    

第第第第 25  25  25  25 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にににに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、、、、    

                このこのこのこの法人法人法人法人のののの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、、、、このこのこのこの法人法人法人法人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、、、、会長会長会長会長のののの職務職務職務職務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、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの常務常務常務常務をををを統括統括統括統括するするするする。。。。    

            ５５５５    常務理事常務理事常務理事常務理事はははは、、、、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、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの常務常務常務常務をををを分担執行分担執行分担執行分担執行するするするする。。。。    

            ６６６６    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務理事常務理事常務理事常務理事はははは、、、、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箇月箇月箇月箇月をををを超超超超ええええ    

                るるる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執行執行執行のののの状況状況状況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しなけれしなけれしなけれ    
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                ばならないばならないばならないばならない。。。。    

    

（（（（監事監事監事監事のののの職務職務職務職務））））    

第第第第 26  26  26  26 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、、、、ここここ    

                のののの法人法人法人法人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 27  27  27  27 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ものものも    

                のにのにのに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    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ものものも    

                のにのにのに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    補欠又補欠又補欠又補欠又はははは増員増員増員増員によりによりによりにより選任選任選任選任されたされたされたされた理事理事理事理事のののの任期任期任期任期はははは、、、、前任者又前任者又前任者又前任者又はははは他他他他のののの現任現任現任現任    

                者者者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    補欠補欠補欠補欠によりによりによりにより選任選任選任選任されたされたされたされた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ままま    

                でとするでとするでとするでとする。。。。    

            ５５５５    増員増員増員増員によりによりによりにより選任選任選任選任されたされたされたされた監事監事監事監事のののの任期任期任期任期はははは、、、、第第第第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によるものとすによるものとすによるものとすによるものとす    

                るるるる。。。。    

            ６６６６    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 23232323 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、、、、辞任辞任辞任辞任    

                又又又又はははは任期満了後任期満了後任期満了後任期満了後においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、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はするまではするまではするまでは、、、、    

                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 28  28  28  28 条条条条    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、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、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することがですることがですることがで    

                きるきるきるきる。。。。    

    

（（（（報酬等報酬等報酬等報酬等））））    

第第第第 29  29  29  29 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    

                してしてしてして、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて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    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うためうためうため    

                にににに要要要要するするするする費用費用費用費用のののの支払支払支払支払いをすることができるいをすることができるいをすることができるいをすることができる。。。。    
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（（（（顧顧顧顧    問問問問））））    

第第第第 30  30  30  30 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに、、、、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、、、、３３３３名以内名以内名以内名以内のののの顧問顧問顧問顧問をををを置置置置くことができくことができくことができくことができ    

                るるるる。。。。    

            ２２２２    顧問顧問顧問顧問はははは、、、、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)    会長会長会長会長のののの相談相談相談相談にににに応応応応じることじることじることじること。。。。    

        (2)         (2)         (2)         (2) 理事会理事会理事会理事会からからからから諮問諮問諮問諮問されたされたされたされた事項事項事項事項についてについてについてについて参考意見参考意見参考意見参考意見をををを述述述述べることべることべることべること。。。。    

            ３３３３    顧問顧問顧問顧問のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任はははは、、、、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決議決議決議決議するするするする。。。。    

            ４４４４    顧問顧問顧問顧問のののの任期任期任期任期はははは、、、、２２２２年年年年とするとするとするとする。。。。    

            ５５５５    顧問顧問顧問顧問はははは、、、、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、、、、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にうためにうためにうために要要要要するするするする費用費用費用費用    

                をををを弁償弁償弁償弁償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。。。。    

第第第第    ５５５５    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 31  31  31  31 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに、、、、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でででで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 32  32  32  32 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)  このこのこのこの法人法人法人法人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務理事常務理事常務理事常務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    

    

（（（（開開開開    催催催催））））    

第第第第 33  33  33  33 条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度２２２２回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催するするするする。。。。    

    

（（（（招招招招    集集集集））））    

第第第第 34  34  34  34 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。。。。ただしただしただしただし、、、、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、、、、副副副副    

                会長会長会長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。。。。    

            ２２２２    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者者者者はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所、、、、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、、、、そそそそ    

                のののの他必要他必要他必要他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面書面書面書面をもってをもってをもってをもって、、、、理事会理事会理事会理事会のののの日日日日のののの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、、、、各理事及各理事及各理事及各理事及びびびび各監事各監事各監事各監事にににに対対対対してしてしてして通知通知通知通知をををを発発発発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。。。。    

            ３３３３    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をきをきをき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 35  35  35  35 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、、、、会長会長会長会長とするとするとするとする。。。。    
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（（（（決決決決    議議議議））））    

第第第第 36  36  36  36 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 条条条条のののの要件要件要件要件をををを満満満満たしたときたしたときたしたときたしたとき    

                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 37  37  37  37 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作作作    

                成成成成するするするする。。。。    

            ２２２２    理事会理事会理事会理事会にににに出席出席出席出席したしたしたした会長会長会長会長、、、、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しししし、、、、    

                又又又又はははは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    ６６６６    章章章章        委委委委    員員員員    会会会会    

（（（（委員会委員会委員会委員会））））    

第第第第 38  38  38  38 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務業務業務業務のののの円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営をををを図図図図るためるためるためるため、、、、必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めたときめたときめたときめたとき    

                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をををを経経経経てててて、、、、委員会委員会委員会委員会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    委員委員委員委員はははは、、、、理事会理事会理事会理事会がががが会員及会員及会員及会員及びびびび学識経験者等学識経験者等学識経験者等学識経験者等のうちからのうちからのうちからのうちから選定選定選定選定しししし、、、、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    委員会委員会委員会委員会にににに関関関関しししし必要必要必要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のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて、、、、会長会長会長会長がががが別別別別にににに定定定定めめめめ    

                るるるる。。。。    

第第第第    ７７７７    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    

（（（（事業年度事業年度事業年度事業年度））））    

第第第第 39  39  39  39 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人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 40 40 40 40    条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人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、、、、毎事業年度開始毎事業年度開始毎事業年度開始毎事業年度開始    

                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、、、、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けなければならけなければならけなければなら    

                ないないないない。。。。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するするする    

                までのまでのまでのまでの間備間備間備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。。。。    

    

（（（（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 41  41  41  41 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人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    
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                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。。。。    

                (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、、、、定時総会定時総会定時総会定時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くとくとくと    

                ともにともにともにともに、、、、定款定款定款定款、、、、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。。。。    

    

（（（（剰余金剰余金剰余金剰余金のののの分配分配分配分配のののの制限制限制限制限））））    

第第第第 42  42  42  42 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、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。。。。    

第第第第    ８８８８    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 43  43  43  43 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 44  44  44  44 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、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すすす    

                るるるる。。。。    

    

（（（（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））））    

第第第第 45  45  45  45 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人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。。。。    

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

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

第第第第 46  46  46  46 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに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組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関しししし必要必要必要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。。。。    
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第第第第    １０１０１０１０    章章章章        補補補補        則則則則    

（（（（委委委委    任任任任））））    

第第第第 47  47  47  47 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、、、、このこのこのこの法人法人法人法人ののの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必要必要必要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のののの決議決議決議決議によりによりによりにより、、、、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公益社団法公益社団法公益社団法

人及人及人及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準準準

用用用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    このこのこのこの法人法人法人法人のののの最初最初最初最初のののの会長会長会長会長はははは、、、、岩田岩田岩田岩田    圭剛圭剛圭剛圭剛、、、、副会長副会長副会長副会長はははは、、、、松原松原松原松原    正和正和正和正和、、、、石本石本石本石本    康康康康

平平平平とするとするとするとする。。。。    

３３３３    このこのこのこの法人法人法人法人のののの最初最初最初最初のののの専務理事専務理事専務理事専務理事はははは、、、、林林林林    雄三郎雄三郎雄三郎雄三郎とするとするとするとする。。。。    

４４４４    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 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 39393939 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。。。。    

 

 


