NPOオーソティックスソサエティー会則
第１章 総 則
【名称】
第１条 この法人は“特定非営利活動法人オーソティックスソサ
エティー”（英文表示、NPO Orthotics Society）（以下「本法
人」という）と称する。
【本会則の目的】
第２条 本法人は、本法人の定款に定める事項が円滑かつ公
正に実施されることを目的として、本会則を定める。
【目的及び事業】
第３条
１．本法人は、定款第３条記載の目的、同第４条記載の活動及
び同第５条記載の事業項目について、毎年度ごとに事業計画
並びに予算を作成し、総会の承認を得てこれを実行する。
２．本法人は第１項の目的を達成するため、定款第４条記載の
特定非営利活動を行う。
３．本法人は第１項の目的を達成するため、定款第５条記載の
各事業項目を行う。
【支部】
第４条 本法人は、理事会の決議により、支部を設けることがで
きる。
第２章 会 員
【会員の種類】
第５条 本法人の会員は、理事長に承認された個人を言い、
その種類は次の２種とし、正会員が特定非営利活動法人法
（以下「法」という）上の社員とする。
（１）正会員 本法人の目的に賛同して入会した厚生労働省の
管轄する医療資格を有する個人、あるいは一般の個人で、別
に定める入会金・年会費を納める者。
（２）名誉会員 本法人の目的に賛同し、本法人の進歩発展に
多大な寄与、特別に功労のあった者、もしくは本法人の理事会
で承認された個人。
【入会】
第６条
１．正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める
入会申込書に必要事項を記入し、理事長に申し込むものとす
る。理事長に承認された後、当該年度の年会費の納入をもっ
て、正会員としての権利を行使できるものとする。
２．名誉会員として入会された者は、入会の手続きを要しない。
本人の承諾をもって会員となることができ、年会費を納めること
を要しない。
【会費】
第７条
１．正会員は本法人が定める入会金・年会費を理事会で定め
た期限までに納入しなければならない。
２．入会金・年会費は次に定める額とする。
入会金 １０､０００円 入会時に支払う。
年会費 ７､０００円 入会時に支払い、次年度からは６月
までに支払う。
【退会】
第８条
１．正会員は、理事長が別に定める退会届に必要事項を記入
し、理事長に提出して、任意に退会することができる。ただし、
第９条及び第１０条に定める会員資格の喪失または退会に際
しては、本法人が発行した会員証、認定証、ライセンスカードを
理事長に返却しなければならない。
２．退会者は本法人の許可により使用を認めた看板、名称、ロ
ゴマーク等の使用を速やかに中止するものとする。
３．本法人が発行した認定証等は、退会した時点で認定期間
中であってもその認定は無効となる。これは第９条及び第１０条
で定める会員資格喪失の際も同じとする。
【会員資格の喪失】
第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、そ
の資格を喪失する。
（１）退会届の提出をし、受理されたとき。
（２）本人が死亡し、又は本法人からの連絡が取れなくなったと
き。

（３）正当な理由なく、継続して２年以上にわたり、年会費を滞
納したとき。
（４）本法人宛の誓約書が正当な理由なく未提出の場合。
（５）除名されたとき。
【除名】
第１０条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理
事会の議決により、これを除名することができる。この場合、そ
の会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな
い。
（１）本法人の定款、会則等に違反したとき。
（２）本法人の名誉を傷つけ、NPO 法に違反したとき、又は目的
に反する行為をしたとき。
（３）第 36 条に違反したとき。
【拠出金品の不返還】
第１１条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返
還しない。
第３章 役員、職務、職員
【役員】
第１２条
１．本法人に下記の役員を置き、詳細の職務分掌が別途規定
する。
（１）理事長 １名
（２）副理事長 １名以上
（３）理事 ３名以上 そのうち２名以上を執行役員とする
（４）顧問 １名以上
（５）監事 １名以上
２．本法人の理事会（以下「会」という）の運営を円滑にするた
めに、各種委員会を設置し、理事会で選出もしくは理事長が
指名する委員長を置き、委員長の任命は理事長が行う。
３．本法人の運営が公正に行われているか、また外部から見た
本法人の運営に関する問題点を提案し、指導できる第３者機
関として、外部委員会を設置する。その人数は３名以上とす
る。
４．本法人の事務的な運営責任者として、また理事長の直轄職
務を行う者として、理事の中もしくは理事長が指名する常勤の
事務センター長を置く。
【選出、任命等】
第１３条
１．理事長は理事会において互選により選定する。
２．副理事長、理事、監事は、正会員の中から理事会において
選出される。
３．理事または監事は当法人の職員を兼ねることはできない。
４．顧問は、理事長が任命する。
５．外部委員会のメンバーは有識者で構成し、その選出は理
事長が行う。
【任期等】
第１４条
１．理事、監事、顧問の任期は２年とし、再任を妨げない。
２．補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、そ
れぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
３．理事、監事は辞任または任期満了後においても、後任者が
就任するまでは、その職務を行うものとする。
４．外部委員会のメンバーは原則的には任期を設けないが、退
任については本人が理事長への申し出に基づき対応する。
【職務】
第１５条
１．理事長は本法人を代表し、その業務を総括する。
２．副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又
は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序に
よって、その職務を代行する。
３．理事は本法人の役員として、理事会を構成し、委員会を組
織して、定款の定め及び理事会の議決に基づき、業務を執行
する。
４．監事は本法人の財産および理事の業務執行を監査する。
また、本法人の監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不
正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実あるこ
とを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する。

５．前項の報告をするために必要がある場合には、総会の招集
ができる。また、理事の業務執行の状況又は本法人の財産の
状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を
請求できる。
６．顧問は､本法人の運営を広い見地に立ち、本法人の目的で
ある活動の補佐と助言を行う。
７．理事会の議長は、理事長もしくは理事長が任命した理事が
これにあたる。
８．外部委員会のメンバーは、本法人の法律関係も含む助言、
指導を理事長、その他役員に直接行える。細則は外部委員会
規定に明記する。
９．事務センター長は理事長、各役員の調整役として、また第
三者機関の業務窓口を執り行い、業務執行については理事長
の承認に基づき、職務を行う。
【職員】
第１６条
１．本法人に、事務センターを設置し、職員を置く。
２．原則、職員は会員の中から理事長が任命する。ただし、会
員に適任者が不在の場合にはこの限りではない。
第４章 総 会
【種別】
第１７条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とす
る。
【構成】
第１８条 総会は正会員をもって構成する。
【開催】
第１９条
１．通常総会は年１回、理事長が招集する。
２．臨時総会は、次の一に該当する場合に開催する。
①理事会が必要と認めたとき
②理事の３分の１以上、正会員総数の３分の１以上から会議
の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ
たとき。
③定款第１５条第４項第４号の規定により､監事から招集があ
ったとき。
３．総会は正会員の５分の１以上の出席がなければ開会するこ
とができない。ただし、出席はやむを得ない事由で欠席する場
合、委任状を以てかえることができる。
４．総会の決議は、出席した正会員の過半数を以て決定する。
ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。
５．名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができるが、
決議には参加できない。
６．総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中か
ら選出する。
７．臨時総会は理事会からの請求があったとき、理事長はこれ
を招集しなくてはならない。
【表決権等】
第２０条
１．各正会員の表決権は､平等なるものとする。
２．やむ得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あら
かじめ通知された事項について書面をもって評決し、又は他の
正会員を代理人として評決を委任することができる。
３．前項の規定により評決した正会員は、定款第２６条、同第２
７条、同３０条第１項及び同第５１条の適用については、総会に
出席したものとみなす。
４．総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、
その議事の議決に加わることができない。
【議事録】
第２１条
１．総会の議事については､議決事項を記載した議事録を作成
しなければならない。
２．総会決議における事項は、全会員に通知しなければならな
い。
【会員の参加】
第２２条
１．正会員は総会に出席しなければならない。
２．やむを得ない事由で欠席する際は、開催日の１０日前まで
に本法人に委任状を提出しなければならない。

第５章 理事会
【構成】
第２３条 理事会は理事、顧問を以て構成する。
【機能】
第２４条 理事会は、この会則で定めるものの外、次の事項を
決議する。
①総会に付議すべき事項
②総会の議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない本法人の執行に関する事項
【開催】
第２５条 理事会は､次の各項に該当する場合に開催する
①理事長が必要と認めたとき
②理事会は､理事長の要請を受けた時、もしくは､理事総数
の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面
をもって開催の請求があった時に開催される
③理事会の出席規定などは別途の規定（理事諸手当規定）
で定める
【議長】
第２６条 理事会の議長は､理事長若しくは理事長が指名した
者がこれに当たる。
【議決】
第２７条
１．理事会の議事は、理事総数の２分の１以上の出席（委任状
出席含む）をもって行い、その過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
２．理事会を欠席する理事、顧問は、開催３日前までに、理事
長宛に委任状を提出する義務を負う。
３．理事は議決の際、必ず採決の意思表示をするものとする。
【経費】
第２８条 当法人の経費は会費およびその他の収入をもってあ
てる。
第６章 定款変更、解散及び合併
【定款の変更】
第２９条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出
席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、かつ、法
第２５条第３項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証
を得なければならない。
【解散】
第３０条 本法人は次に掲げる事由により解散する。
①総会の決議
②目的とする特定非営利活動法人に係る事業の成功の不能
③正会員の欠乏
④合併
⑤破産
⑥所轄庁による設立の認証取り消し
【残余財産の帰属】
第３１条 本法人の解散（合併又は破産による解散を除く）した
ときに残存する財産は､法第
１１条第３項に挙げる者のうち、国または地方公共団体に譲渡
するものとする。
【合併】
第３２条 本法人が合併しようとするときは､総会において正会
員総数の４分の３以上の議決を経て、かつ所轄庁の認証を得
なければならない。
第７章 公告の方法
【公告】
第３３条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示すると共に、
官報に掲載して行う。
第８章 事業年度
【事業年度】
第３４条 本法人の事業年度は、毎年７月１日に始まり、翌年の
６月末日に終わる。
第９章 雑 則

【細則】
第３５条 この会則の施行について、必要な細則は､理事会の
議決を経て、理事長がこれを定める。
１．本法人の発行する認定ライセンスに関する規定は､別の規
定（認定証等の規定）で定める。
２．本法人が主催・後援する講習会、勉強会、セミナー等に関
する規定は、別の規定（講習会申請書等）で定める。
第３６条 会員は次の場合、事前に本法人の承諾を得なけれ
ば以下の行為をしてはならない。
１．会員が本法人の所属する個人、法人の名称、写真、商標、
著作物、その他の知的財産権の情報を使用する行為
２．本法人に所属する個人と、その名称、写真、商標、著作物、
その他本法人の知的財産に関わる情報を使用することについ
ての契約を締結する行為
【附則】
第３７条 本会則は２００８年９月１日から発布する。
第３８条 本法人活動に賛同し、寄付を希望する者の申入れが
ある場合にはそれを受け入れる
第３９条 本会則は２０１６年７月１日付にて改正する。
＊2014 年 3 月

