公益社団法人高知県獣医師会

定

款

第1章
総
則
(名 称)
第1条
この法人 は、公益社 団法人高知県獣 医師会 と称す る。
(事務所)
第2条
この法人 は、主 たる事務所 を高知市 に置 く。
(目 的)
第3条
この法人 は、獣医学術 及 び技術の振興 ・
普 及 と獣医師倫理 の高揚 を図る ことに より、
動物 に関す る保健衛生 と愛護精神 の向上 、安 全 ・安心 な畜水 産食品の生産振興、公衆
衛生 の向上及 び社会福祉 の増進 な らび に自然 環境 の保全 に努め、 もって県民生活 の利
益 の増進 に寄与す るこ とを 目的 とす る。
(事 業)
第4条
この法人 は、前条の 目的 を達成す るため、次の事業 を行 う。
(1)家 畜衛生 ・畜水 産業振興 支援事業
(2)公 衆衛生 ・社会福祉増進事業
(3)学 校飼育動物支援事業
(4)自 然環境保全事業
(5)学 術普及 向上事業
(6)動 物 愛護 普及啓発事業
(7)災 害 時被 災動物救護事業
(8)国 際交流 ・科学技術支援事業
(9)そ の他 この法 人の 目的 を達成 す るため に必要 な事 業
2前
項の事業 は、高知県内 において行 うもの とす る。
(その他事業)
第5条
この法人 は、公益事業 の推進 に資す るため に、必要 に応 じて次 の事業 を行 う。
(1)会 員 の互助 ・福利厚生事業
(2)会 員 の表彰
(3)会 員 の慶 弔
(4)そ の他前条 に定 める事業 に関連す る事業
(規 律)
第6条
この法人 は、総会が別 に定 める倫理規程 の理念 と規範 に則 り、事業 を公正かつ適正
に運営 し、第3条 に掲 げる公益 目的の達成 と社会 的信用 の維持 ・向上 に努め るもの と
す る。
第2章

会

員

(種 別)
第7条
この法人 に次の会員 を置 く。
(1)一 般会員 この法人の事業 に賛 同 して入会 した個 人
(2)功 労会員 この法人 に功労 のあった者 で別 に定める規程 に該 当 し、理事 会で承認 され
た者
(3)賛 助 会員 この法人の事 業 を賛助す るため に入会 を希望す る個人 で理事会 において承
認 された者
2前
項の会員 の うち一般会員並 び に功労会員 を もって一般社 団法人及 び一般財 団法人 に関
す る法律上 の社員 とす る。
3一
般会員並 びに功労会員 は高知 県内に住居 を有 し、又 は就業 し、獣医師免許 を有す る者
とす る。
(入 会)
第8条
この法人 に入会 しよ うとす る者 は理事会が 別に定 める誓約書 及び入会 申込書 を会長
理事 に提 出 し理事会の承 認 を得 なけれ ばな らない。
一1一

2理
事会 は、 その可否 を決定 し、 これを本人 に通知する もの とす る。
(入会金及 び会費)
第9条
会 員 は総会 にお いて別 に定め る入会 金及 び会費(以 下 「会 費等 」 とい う。)を 納入
しなければ な らない。ただ し、功労会 員 は理事会が別 に定め る規程 に該当 し、か つこ
れ を希望す る者 は会費 を徴 収 しない。
2賛
助会 員は、総会 において別 に定める会 費 を納入 しなけれ ばな らない。
3前2項
の会 費等及 び賛助会 費 につい ては、2分 の1は 公益 目的事業 のため に、残余 はそ
の他事業 及び管理費用のため に充当す る もの とす る。
(任意退会)
第10条 会 員は理事 会 にお いて別 に定め る退会届 を提 出す る ことに より、任意 にいつで も退
会す ることがで きる。
(除 名)
第11条 会 員が次の いずれか に該当す る ときは、総会 にお いて総一般会員及 び総功労会員 の
3分 の2以 上の 同意 を得て、 これ を除名す るこ とがで きる。
この場合 、その会員 に対 し、総会の 日か ら1週 間前 までに理 由を付 して除名 する 旨の
通知 を し、総会 において決議の前 に弁 明す る機会 を与 えなければ な らない。
(1)こ の定款その他 の規則、規程等 に違反 した とき。
(2)こ の法人の名誉 をき損 し、本会の 目的 に反す る ような行為 を し、又 は この法 人の秩序
を乱 した と き。
(3)会 費 を3年 以上納入 しない とき。
(会員資格 の喪失)
第12条 前2条 の場合 の ほか、会員は、次のいずれ かに該当す るに至 った ときは、その資格
を喪失す る。
(1)当 該会員 が第7条 第3項 に該当 しな くなった とき。
(2)総 一 般会員 及 び総功労会員が同意 した と き。
(3)当 該会員 が死 亡 した とき。
(会員 資格 喪失 に伴 う権利及 び義務)
第13条 会員が前3条 の規 定に よ りその資格 を喪 失 した ときは、 この法人 に対す る会員 とし
ての権利 を失 い、義務 を免 れる。 ただ し、未履行の義務 は、 これ を免れ る ことはで き
ない。
2こ
の法人 を退会 し、又 は除名 された会員が既 に納めた会 費その他の会員 としての義務 に
基づ く金品 はこれ を返還 しない。
第3章

総

会

(構 成)
第14条 総 会 は、一般会員及 び功労会員 を もって構成す る。
2前
項 の総会 を もって一般社 団法人及び一般財 団法 人に関す る法律上 の社員総会 とす る。
(権 限)
第15条 総 会は、次の事項 について決議する。
(1)理 事 及び監事 の選任又 は解任
(2)会 員 の除名
(3)理 事及 び監事 の報酬の額
(4)貸 借対 照表及 び損益 計算 書(正 味財 産増 減計算書)並 びにこれ らの附属明細書の承認
(5)定 款 の変更
(6)解 散及 び残余財 産の処分
(7)理 事会 にお いて総会 に付 議 された事項
(8)前 号 に定め る もののほか、総会 で決議す る もの と して法令 又は この定款で定め られ た
事項

一2一

(総会 の種 類)
第16条 総会 は定 時総会 と臨時総会 の2種 類 とす る。
(開 催)
第17条 総会 は、定 時総会 と して毎事業年度の終了後3ヶ 月以内 に開催 す るほか 、必要があ
る場合 に開催す る。
(招 集)
第18条 総会 は、法令 に特段 の定めがあ る場 合 を除 き、理事会 の決議 に基づ き会 長理事 が招
集す る。
2総
会員 の議決権 の10分 の1以 上の議決権 を有す る会員 は、会長理事 に対 し、総会 の 目的
であ る事項 及び招 集の理 由 を示 して、総会の招集 を請求す るこ とがで きる。
(議決権の代理行使)
第19条 一般会 員及 び功労会員 は、代理人 によってその議決権 を行使す る ことが で きる。 こ
の場合 において は、当該会員又 は代理人 は、代理権 を証す る書面 を提 出 しなければな
らない。
2前
項 の代 理権 の授 与は、総会 ご とに しな けれ ばな らない。
(議 長)
第20条 総会 の議長は、その総会 に出席 した会員 の 中か ら選任す る。
(議決権)
第21条 総会 におけ る議決権 は、一般会 員及び功労会員1名 につ き1個 とす る。
(決 議)
第22条 総会 の決議 は、法令又 はこの定款 に特別 な定 めが ある場合 を除 き、一般会員及 び功
労会員 の議決権 の過半数 を有す る会員 が出席 し、 出席 した当該会員の過半 数 をもって
行 う。
2理
事及 び監事 を選任す る議 案 を決議する に際 しては、候補者 ご とに前項の決議 を行 わな
ければな らない。理事又 は監事 の候補者 の合 計数が第26条 に定め る定数 を上 回る場合 に
は、過半数 の賛成 を得 た候補 者の なかか ら得 票数の多 い順 に定数の枠 に達す る までの者
を選任す るこ ととす る。
(議事録)
第23条 総会 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議
長及 び議事録署名人 は、前項 の議事録 に記名押 印 しなければな らない。
第4章

支部及 び専 門部会

(支 部)
第24条
この法人 に支部 を設 け会員 を分属す る もの と し、支部 に関す る規程 は、理事会の議
決 を得て、別 に定め る。
(専門部会 の設置)
第25条
この法人 に専 門的事項 を企画研 究す る専 門部会 を設 ける ことが で きる。
2専
門部会 の組織 は、理事会 の定め る ところによる。
3専
門部 会の事業 は、別 に定め る各部会の規則等 に よる もの とす る。
ただ し、その執行 にあた って は、あ らか じめ理事会の決議 を得 る もの とす る。
第5章

役

員

(役 員 の 種 類)
第26条

こ の 法 人 に 次 の 役 員 を 置 く。

(1)理

事12名

以 上15名 以 内

(2)監

事2名

以 上3名

(3)理

事 の う ち1名

(4)会

長 理 事 以 外 の 理 事 の う ち5名

(5)会

以内

を会 長 理 事 とす る 。
を副 会 長 理 事 と す る 。

長 理 事 及 び 副 会 長 理 事 以 外 の 理 事 の う ち1名
く こ とが で き る 。
一3一

を業 務 の 執 行 を行 う専 務 理 事 と して 置

2前

項 の会長理事 を もって一般社 団法 人及 び一般財 団法人 に関す る法律上 の代表理 事 と
し、専務理事 を もって同法第91条 第1項 第2号 の業務 執行理事 とす る。
(役員 の選任等)
第27条
理事 及 び監事は、総会 の決議 によって選任 す る。
2理
事及 び監事の候補者 は、別 に定 める ところに よる。
3理
事会 は会長理事 を選定及 び解職す る。 この場合 において、理事会 は総会 に付 議 した上
で、 その決議 の結果 を参考 にす る ことが で きる。
4副
会長理事及 び専務理事 は、理事会 の決議 に よって理事 の中か ら選 定す る。
5監
事 は、理事又 は使用人 を兼 ねる ことはで きない。
(理事の職務)
第28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、業務 を執行す る。
2会
長理事 は、 この法人 を代表 し会務 を執行 す る。
3副
会長理事 は、会長理事 を補佐 す る。
4専
務理事 は会長理事及 び副会 長理事 を補佐 し、 この法 人の業務 を執行 する。
(監事の職務)
第29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、 この会の業務及 び財 産の
状況 を調査 する ことが で きる。
(役員の任期)
第30条 理事 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
時総会 の終結 の時まで と し、再任 は妨 げない。
2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 る定時総
会 の終結 の時 まで とし、再任 は妨 げない。
3補 欠 と して選任 された理事及 び監事 の任期 は前任者 の残任期 間 とす る。
4役
員 は、辞任又 は任期満了後 において、第26条 に定めた定数 を割 り込 んだ場合 は、新た
に選任 された者が就任す る までは、役員 と しての権利義務 を有 す る。
(役員 の解 任)
第31条 役員 は、総会 の決議 に よって解任す る ことがで きる。
2役
員 の解任 は、総会 において、一一般会員 及び功労会員総 数の議決の3分 の2以 上の多数
を もって行 うもの とす る。
(報酬等)
第32条 会長理事、副会長理事及 び常勤 の専務 理事 に対 しては、総会 において別 に定め る基
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。た だ し、会長理事 、副
会長理事及 び常勤の専 務理事 を除いた理事又 は監事 は、無報酬 とする。
2役
員 には、その職務 を遂行す るにあた り、生 じた費用 を弁償す る ことがで きる。
(顧問及 び参与)
第33条 本会 に顧 問及 び参与 を置 くことが で きる。
2顧
問及 び参与 は総会 によって推薦 し、選任す る。
3顧
問及 び参与 は本会の重要事項 に関 し、会議 に出席 して答 え、又は意見 を述 べ ることが
で きる。
4顧
問及 び参与 は、無報酬 とす る。
5顧
問及び参与 の任期 は、役 員 の任期 とす る。

一4一

第6章

理

事

会

(構 成)
第34条
この法 人に理事会 を置 く。
2理
事会 は、全 ての理事 を もって構成す る。
(権 限)
第35条 理事会 は、 この定款 に別 に定 め るものの ほか、次の職務 を行 う。
(1)総 会 の 日時及 び場所並 びにその 目的で ある事項 の決定
(2)規 則 の制定、変更及 び廃止 に関す る事項
(3)前 各 号 に定め る もの のほか、 この法人 の業務 の決定
(4)理 事 の職務の執行の監督
(5)会 長理事、副会長理事及 び専務理事の選定及 び解職
(招 集)
第36条 理事会 は、会 長理事 が招集す る。
2会
長理事 が欠けた とき又 は会長理事 に事 故が ある ときは、各理事が理事会 を招集す る。
3理
事会 を招 集す る者 は、理事会の 日時、場所 、 目的、その他必要 な事項 を記 載 した書面
をもって、理事 会の1週 間前 まで に、各理事及 び各監事 に対 して通知 しなければな らな
いo

(議 長)
第37条 理事会 の議長 は、会 長理事 が これ に当 たる。
(決 議)
第38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。
(議事録)
第39条 理事会 の議事 については、法令 で定 め る ところによ り、議事録 を作 成す る。
2出
席 した会長理事及 び監事 は、前項 の議事録 に記名押 印 しなければ な らない。
第7章

財 産及 び会計

(財産の構成)
第40条
この法人 の財産 は、次 の各号 に掲 げる もので構 成す る。
(1)入 会金及 び会 費
(2)寄 附金 品
(3)財 産 か ら生ず る収入
(4)事 業 に伴 う収入
(5)そ の他 の収入
(財産の管理)
第41条
この法人の重 要 な財 産 を除い た財 産 の管理 は、会 長理事が管理す る。
管理方 法 は、理事会 の決議 を経て会長理事が定 める。
(事業年 度)
第42条
この法 人の事 業年度 は、毎年4月1日
に始 ま り翌年3月31日 に終 わる。
(事業計 画及 び収支予算)
第43条
この法 人の事 業計画書 、収支予算書 、資金調達及 び設備投 資の見込 を記 載 した書類
につ いては、毎事業年 度の開始の 日の前 日までに会長理事が作成 し、理事会 の承認 を
経 て定時総会 に報告す る もの とす る。 これ を変更す る場合 も、同様 とす る。
2前
項 の書類 につ いては、 主た る事務所 に当該事業年度が終了す るまで の間備 え置 き、一
般の閲覧 に供す る もの とす る。
(事業報告及 び決算)
第44条
この法人の事業報告及 び決算 につ いては、毎事業 年度終了後、会長理事が次の書 類
を作 成 し、監事 の監査 を受 けた上で、理事会 の承認 を経て定時総会 に提 出 し、第1号
及 び第2号 の書類 につい てはその内容 を報告 し、第3号 か ら第6号 までの書類につい
て は承認 を得 る もの とす る。
一5一

(1)事 業報告
(2)事 業報告 の附属 明細書
(3)貸 借対照 表
(4)損 益 計算書(正 味財 産増 減計算書)
(5)貸 借対照 表及び損益計算 書(正 味財 産増 減計算 書)の 附属明細書
(6)財 産 目録
2前
項 の書類 のほか、次の書類 を主た る事務所 に5年 間備 え置 き、一般の閲覧 に供す る と
ともに、定款 、会 員名簿 を主た る事務所 に備 え置 き、一般の閲覧に供す るもの とす る。
(1)監 査 報告
(2)理 事 及 び監事の名簿
(3)理 事及 び監事の報酬 等の支給の基準 を記載 した書類
(4)運 営組織 及 び事業活動の状況 の概要及 び これ らに関す る数値 の うち重要 な もの を記載
した書類
(公益 目的取得財産残額 の算定)
第45条 会 長理事 は、公益社 団法人及 び公益 財 団法 人の認定等 に関す る法律施行規則 第48条
の規 定 に基 づ き、毎事 業年度、当該事業年度 の末 日における公益 目的取得財 産残額 を
算 定 し、前条第2項 第4号 の書類 に記 載す る もの とす る。
(長期借入金及 び重要 な財産 の処分又 は譲 り受 け)
第46条
この法人が資金の借 入 を しようとす る ときは、その事業年度 の収入 をもって償 還す
る短期借入 金 を除 き、総 会 にお いて総 一般会員及 び総功労会員 の半数以上 であ って、
総一 般会 員及び総功労会員の議決権3分 の2以 上の決議 を経 なけれ ばな らない。
2こ
の法人が重要 な財産の処分又 は譲 り受 け を行 お うとす るときも、前項 と同 じ決議 を経
なけれ ばな らない。
(会計の原則等)
第47条
この法人の会 計 は、一般 に公正妥当 と認 め られる公益法人 の会計 の慣行 に従 うもの
とす る。
2こ
の法 人の会 計処 理 に関 し必要 な事項 は、理事会 の決議 によ り別 に定 める会 計処理規程
による もの とす る。
3特
定費用準備金及 び特定 資金 の取得又は改 良に充てるため に保有す る資金の取 り扱 いは、
理事会 の決議 によ り別 に定 める。

第8章

定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第48条
この定款 は、総会 にお いて総一般会員及 び総功労会員 の議決権 の3分 の2以 上 の決
議 を経て変 更す ることがで きる。
(解 散)
第49条
この法 人 は、一般社 団法人及 び一 般財 団法 人に関す る法律 第148条 第1号 及 び第2
号並 びに第4号 か ら第7号 まで に規 定す る事 由によるほか、総一般会員及 び総功労会
員の3分 の2以 上 の決議 によ り解散す るこ とがで きる。
(公益認定 の取消 し等 に伴 う贈 与)
第50条
この法 人が公益認定 の取 消 しの処分 を受 けた場合又 は合併 によ り法人が消滅す る場
合(そ の権利義務 を承 継 す る法人が公益 法人 であ る ときを除 く。)に は、総会 の決議
を経 て、公益 目的取得財 産残額 に相 当す る額 の財 産 を、当該公益 認定の取 消 しの 日又
は当該合併 の 日か ら1か 月以内に、公益社 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。
(残余財産 の帰属)
第51条
この法人が清算 をす る場合 にお いて有す る残余財 産 は、総会 の決議 を経 て、公益社
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。
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第9章

委

員

会

(委員会)
第52条
この法人の事 業 を推 進す るため に必要 ある ときは、理事会 の決議 に よ り、委員会 を
設 置す るこ とがで きる。
2委
員会 の委員 は、一般会員 の うちか ら、理事会 が選任 す る。
3委
員会 の任務、構成 及び運 営 に関 し必要 な事項 は、理事会 の決議 に より別 に定 める。
第10章

事

務

局

? Q cy) 4

(事務局設 置等)
第53条
この法人の事 務 を処 理す るため事務局 を置 く。
事務局 には、事務 局長その他の職員 を置 くこ とがで きる。
事務 局長その他の職員 は、理事会の承認 を経て会長理事が任免す る。
事務 局長その他の職員の事 務分掌、給与等 につ いては会長理事 が理事会 の決議 を得 て別
に定め る。
第11章 情報公 開及 び個人情報の保護等
(情報公 開)
第54条
この法人 は、公正で開かれた活動 を推進す るため、 その活動状 況、運営 内容、財務
資料 等 を公開する もの とす る。
2情
報公 開 に関す る必要な事 項 は、理事会 の決議 によ り別 に定 める情報公 開規程 による。
(個人情報 の保護)
第55条
この法人 は、業務上知 り得 た個人情報の保護 に万全 を期す もの とす る。
2個
人情 報の保護 に関す る必 要 な事項 は、理事 会の決議 によ り別 に定 める。
(公告の方法)
第56条
この法 人の公告 は電子公告 に よる。
2や
むを得 ない事 由に よ り電子公告 がで きない場合 は、日刊新 聞紙 に公告す る方法 による。
第12章
(細
第57条

補

則

則)
この定款 に定 める もののほか、 この会の運営 に必要 な事項 は、理事会 の決議 を経 て
別 に定 める。

附
1こ

則
の定款 は、一般社 団法人及 び一般財 団法人 に関す る法律 及 び公 益社 団法人及 び公益 財
団法人 の認定等 に関す る法律 の施行 に伴 う関係 法律 の整備 等 に関す る法律(以 下 「
整備
法」 とい う。)第106条 第1項 に定 める公益法人 の設立 の:登記 の 日か ら施行す る。
2整
備法 第106条 第1項 に定 める特例民法法人の解散 の登記 と公益 法人の設立 の登記 を行 っ
た ときは、第42条 の規 定 にかか わ らず、解 散の登記 の 日の前 日を事業年度 の末 日と し、
設立 の登 記の 日を事業年 度の開始 日とす る。
3こ
の法 人最初 の会長理事 は、上岡英和 とす る。

平 成25年4月1日

制

平 成29年6月1日

一部改正

定

令 和 元 年6月5日

一部改正
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