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一般社団法人日本身体障害者補助犬学会 定款
第１章 総則
（名称）
第１条 当法人は、一般社団法人日本身体障害者補助犬学会と称し、英文では、Japanese
Society of Service Dog Research と表示する。
（事務所）
第２条 当法人は、主たる事務所を兵庫県三田市に置く。
２ 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第２章 目的及び事業
（目的）
第３条 当法人は、身体障害者の自立と社会参加を推進する補助犬とその使用者に関する研究に
よって、国民の福祉の増進を図る事を目的とする。
（事業）
第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術大会の開催
(2) 機関誌の発行
(3) 各種委員会の設置とその運営
(4) 国際的な交流事業
(5) 優れた研究の奨励と表彰
(6) 補助犬の普及とその発展のための各種啓発事業
(7) 補助犬に関わる各職種の教育事業
(8) その他の当法人の目的達成に必要な事業

第３章 会員
（会員の構成）
第５条 当法人の会員は、次の４種とし、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「一般法人法」という。）における社員とする。
(1) 正会員：補助犬の研究、育成および育成支援事業に従事している者または関心のある者
で、当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体

日本補助犬科学研究

Vol.14

No.1

㻔㻞㻕 ᅋయဨ䠖⿵ຓ≟䛾◊✲䛻㛵ᚰ䛾䛒䜛ᅋయ䛚䜘䜃ྛ✀Ꮫᰯ➼䛷䚸ᮏ䛾ᴗ䛻㈶ྠ䛧䚸
ᙜἲே䛾ᴗ䜢㈶ຓ䛩䜛䛯䜑䛻ධ䛧䛯ᅋయ㻌
㻔㻟㻕 ㈶ຓ会員䠖ᙜἲே䛾ᴗ䜢㈶ຓ䛩䜛䛯䜑䛻ධ䛧䛯ಶே㻌
㻔㻠㻕 ྡဨ䠖ᙜἲே䛾ᴗ䛻㈉⊩䛧䛯⪅䛷䚸䛭䛾ຌ⦼䛻䛴䛔䛶⌮䛾ᢎㄆ䜢ᚓ䛯⪅㻌
㻌
䠄ධ䠅㻌
➨䠒᮲㻌 ᙜἲே䛾ဨ䛸䛧䛶ධ䛩䜛⪅䛿䚸ᙜἲே䛜ู䛻ᐃ䜑䜛㈝䜢ῧ䛘䛶䚸ධ⏦㎸᭩䜢ᥦ
ฟ䛧䚸௦⾲⌮䛾ᢎㄆ䜢ཷ䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㻌 䠄⤒㈝㈇ᢸ䠅㻌
➨䠓᮲㻌 ဨ䛿ᙜἲே䛜ู䛻ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚㈝䜢ᨭᡶ䛔䚸䜒䛳䛶ᙜἲே䛾⤒㈝䜢㈇ᢸ䛩䜛⩏
ົ䜢㈇䛖䚹㻌
䠎䠊ྡဨ䛿䚸㈝ᨭᡶ䛔䛾⩏ົ䜢ච㝖䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䠄㏥䠅㻌
➨䠔᮲㻌 ဨ䛿䚸⌮䛾ᐃ䜑䜛㏥ᒆ䜢ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸௵ព䛻䛔䛴䛷䜒㏥䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
㻌
䠄㝖ྡ䠅㻌 㻌
➨䠕᮲㻌 ဨ䛜ḟ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛䛻⮳䛳䛯䛸䛝䛿䚸♫ဨ⥲䛻䛚䛔䛶䚸⥲ṇဨ䛾༙ᩘ௨
ୖ䛷䛒䛳䛶䚸⥲ṇဨ䛾㆟Ỵᶒ䛾䠏ศ䛾䠎௨ୖ䛻ᙜ䛯䜛ከᩘ䛾Ỵ㆟䜢䜒䛳䛶䚸ᙜヱဨ䜢㝖ྡ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻔㻝㻕 䛣䛾ᐃḰ䛭䛾䛾つ๎䛻㐪䛧䛯䛸䛝㻌
㻔㻞㻕 ᙜἲே䛾ྡ䜢യ䛴䛡䚸ཪ䛿┠ⓗ䛻䛩䜛⾜Ⅽ䜢䛧䛯䛸䛝㻌
㻔㻟㻕 䛭䛾㝖ྡ䛩䜉䛝ṇᙜ䛺⏤䛜䛒䜛䛸䛝㻌
㻌
䠄ဨ㈨᱁䛾႙ኻ䠅㻌 㻌
➨䠍䠌᮲㻌 ๓䠎᮲䛾ሙྜ䛾䜋䛛䚸ဨ䛿䚸ḟ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛䛻⮳䛳䛯䛸䛝䛿䚸䛭䛾㈨᱁䜢႙
ኻ䛩䜛䚹㻌 㻌
㻔㻝㻕 ➨䠓᮲䛾ᨭᡶ⩏ົ䜢䠎ᖺ௨ୖᒚ⾜䛧䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌 㻌
㻔㻞㻕 ⥲ṇဨ䛜ྠព䛧䛯䛸䛝㻌
㻔㻟㻕 ᙜヱဨ䛜Ṛஸ䛧䚸ཪ䛿ゎᩓ䛧䛯䛸䛝㻌
㻌
䠄ဨ㈨᱁႙ኻ䛻క䛖ᶒཬ䜃⩏ົ䠅㻌
➨䠍䠍᮲㻌 ဨ䛜๓䠏᮲䛾つᐃ䛻䜘䜚䛭䛾㈨᱁䜢႙ኻ䛧䛯䛸䛝䛿䚸ᙜἲே䛻ᑐ䛩䜛ဨ䛸䛧䛶䛾ᶒ
䜢ኻ䛔䚸⩏ົ䜢ච䜜䜛䚹ṇဨ䛻䛴䛔䛶䛿୍⯡ἲேἲୖ䛾♫ဨ䛸䛧䛶䛾ᆅ䜢ኻ䛖䚹䛯䛰䛧䚸ᮍ

63

64

履行の義務は、これを免れることはできない。
２ 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

第４章 社員総会
（構成）
第１２条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
（権限）
第１３条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額の承認
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8) 基本財産の処分の承認
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
（開催）
第１４条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業
年度の終了後３か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
（招集）
第１５条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が
招集する。
（議長）
第１６条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故若しくは支障があるとき
は理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
（議決権）
第１７条 社員総会における議決権は、正会員１名につき１個とし、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
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て当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。）の合計数は、理事の総数の３分の１を
超えてはならない。監事についても、同様とする。
（理事の職務及び権限）
第２３条 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、職務を執行する。
２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業
務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
（監事の職務及び権限）
第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。
（役員の任期）
第２５条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
３ 理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
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権利義務を有する。
（役員の解任）
第２６条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
（報酬等）
第２７条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会に
おいて別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従っ
て算定した額を、報酬等として支給することができる。
（名誉会長及び顧問）
第２８条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
２ 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
３ 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
４ 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をする
ことができる。

日本補助犬科学研究

Vol.14

No.1

第６章 理事会
（構成）
第２９条 当法人に理事会を置く。
２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）
第３０条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 学術大会大会長の選任及び解任
(5) 名誉会長及び顧問の選任及び解任
(6) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(7) 規則の制定、変更及び廃止
(8) その他当法人の組織及び運営に関する重要事項
（招集）
第３１条 理事会は、代表理事が招集する。
２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序によ
り他の理事が理事会を招集する。
３ 理事及び監事全員の承諾があるときは、召集の手続きを経ないで、理事会を開催することがで
きる。
（決議）
第３２条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があっ
たものとみなす。
（開催）
第３３条 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、年２回以上開催する。
２ 臨時理事会は、必要に応じて開催する。
（議長）
第３４条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれにあたる。代表
理事に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が
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議長になる。
（決議）
第３５条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理
事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２ 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
（決議の省略）
第３６条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に
ついて、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議
を述べたときは、この限りでない。
（報告の省略）
第３７条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場
合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第９１条第２項
の規定による報告については、この限りでない。
（議事録）
第３８条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
２ 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
（委員会）
第３９条 代表理事は、当法人の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、理事会
の決議を経て、理事会の下に委員会を設置することができる。なお、これを廃止する場合も同様
とする。

第７章 学術大会
（開催）
第４０条 当法人の目的遂行のために学術大会を開催する。
２．学術大会は原則として毎年１回開催する。
３．学術大会の大会長は、理事会の議を経て選出され、その任期は１年とする。
４．正会員は学術大会に参加し、研究発表を行なうことができる。
５．学術大会にて、参加費を集めることができる。
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団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。

第１１章 公告の方法
（公告の方法）
第４８条 当法人の公告は、電子公告により行う。
２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲
載する方法によって行う。

第１２章 附 則
（最初の事業年度）
第４９条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和２年８月末日までとす
る。
（設立時の役員等）
第５０条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 秋田 裕
設立時理事 髙栁 友子
設立時理事 山﨑 惠子
設立時理事 三浦 靖史
設立時理事 吉田 文
設立時理事 野口 裕美
設立時理事 広瀬 真理子
設立時監事 飯島 浩
設立時監事 小林 信一
（設立時代表理事）
第５１条 当法人の設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
設立時代表理事 秋田 裕
（設立時社員の氏名及び住所）
第５２条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
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設立時社員 秋田 裕
設立時社員 髙栁 友子

（法令の準拠）
第５３条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上のとおり、一般社団法人日本身体障害者補助犬学会設立のため、設立時社員の定款作成
代理人である司法書士藤原香奈は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和２年１月６日
設立時社員 秋田 裕
設立時社員 髙栁 友子
定款作成代理人
上記設立時社員 2 名の定款作成代理人
司法書士 藤原 香奈
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