
そらまめの会	 設立総会 
 

平成 27 年７月４日	 

 
１	 そらまめの会の任意団体化について 
	 	 そらまめの会では設立以来、緩やかなつながりをもって活動してきたことから、明確な規約などを

設けず活動を行ってまいりました。 
	 	 しかしながら、企業のコンプライアンス強化、医師としての職業倫理観の高まりなど、現在の形態

での患者会の運営では、交流会の開催時の講師の招へいに支障が出てきています。 
	 	 製薬メーカーなどは、厚生労働省からの行政指導もあり、患者への直接的な薬事情報の提供ができ

なくなっています。 
	 	 また、医師についても、反社会的勢力への加担を避けるため、運営形態が明確でない団体での講演

活動を避ける傾向が強まってきています。 
	 	 任意団体化すれば、製薬メーカーから情報提供も団体として受け入れ、講師を引き受けてくれる医

師へのアプローチをしやすくするなどのメリットが生じることから、この度任意団体化することを選

択したいと考えています。 
 
２	 任意団体化に伴う中立性の維持 
	 	 今回、任意団体化に伴い、自治会や商店会などと同じレベルのつながりを持つことになります。 
	 	 このため、社会的に認知が深まればそれに伴い、様々な企業・団体からいわゆる囲い込みを行うた

めのアプローチがありますが、これまで同様、全てにおいて中立性を保ち、会の運営を進めていきた

いと考えています。 
	 	 このため、特定の企業のみからの金銭的支援を受けないよう進めてまいります。 
 
３	 理事の選任について 
	 	 理事については、１０名を目標に選任したいと考えています。 
	 	 理事としては特に役割分担が生じるわけではなく、これまでと変わらない活動となります。 
	 	 なお、理事、監査等の選任につきましては、本設立総会で議論の上、員数については、決定して参

りたいと考えています。 
	 	  
４	 会費について 
	 	 会費は、現在特に決めておらず、主宰である三川さんの私財を投じているのが現状です。 
	 	 今後は、多少でも相互負担を行い、わずかではありますが、年会費５００円を可能な方から徴した

いと考えています。 
	 	 今回、設立が認められれば、秋の交流会の際に徴収できればと考えています。 
 
 
５	 今後の活動の拡大について 
	 	 今後は、医師や製薬メーカーと連携し、市民講座の共催、公的機関への申し入れなどが活動範囲と

して広がることが予想されます。 
	 	 また、患者会としての関心事の一つである抗がん剤についての情報もこれまで以上に入手しやすく

なることが見込まれます。 



定	 	 款（案）	 

制定：平成 27 年	 月	 日	 そらまめの会総会議決	 

第１章	 	 総	 	 則	 

（名	 	 称）	 

第１条	 	 この会の団体名は「そらまめの会」（以下「会」という。）という。	 

２	 	 この会の英文名は、Association	 of	 	 SORAMAME（Association	 of	 kidney	 cancer）	 とする。	 

（事務所）	 

第２条	 	 この会は、東京都杉並区	 	 町	 丁目	 番に事務局を置く。	 

（目	 	 的）	 

第３条	 	 この会は、腎細胞がん及び腎盂がん（以下、「腎がん」という）にり患した本人及び家族の

相互理解、情報交換、社会的啓発等の実現に寄与することを理念とし、交流会、関係学会への出席、

国・地方公共団体及び関連企業との相互協力、要請活動を行うことを目的とする。	 

（活動の種類）	 

第４条	 	 この会は、第３条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。	 

（１） 交流会及び情報交換会

（２）講演会

（３）交流・情報交換、情報発信の場としてのホームページ運営

（４）関係機関への要請、連携

（５）社会的啓発

（６）他の患者会等との交流

（７）その他（１）～（６）までの活動に付帯する事項

（活動に係わる事業）	 

第５条	 	 この会は、第３条の目的を達成するために、次の活動を行う。	 

（１） 会員その他、当会の活動に賛同する者の情報交換を行うための交流会の実施

（２）腎がんに対する有益な講演の企画、催事等の実施

（３）腎がん患者及びその家族の情報交換、情報収集の助力となる HP の運営

（４）国（外国政府を含む）、都道府県及び市区町村へのがんに関連する要請行動、相互協力依頼等

に関する活動

（５）諸外国等の腎がんに関する団体との交流、意見交換及び情報交換の実施

（６）他のがん患者会との情報交換及び交流会の実施



（７）	 腎がん等に関する医療関係団体及び医療機関との連携	 

（８）	 その他第３条の目的を達成するために必要な活動	 

	 

第２章	 	 会	 	 員	 

（会員の種別）	 

第６条	 	 この会の会員は、次の通りとし、正会員をもって法上の会員とする。	 

（１）	 正会員	 	 この会の目的に賛同して入会した個人で、腎がんのり患経験者及びその二親等以内

（姻族を含む）の家族、腎がんに理解のある医療に関わる者で総会における議決権を有する

者	 

	 なお、正会員は名誉会員と重複することができる。	 

（２）	 家族会員	 この会の目的に賛同して入会した正会員、名誉会員及び特別会員（以下「正会員

等」という。）の二親等（姻族を含む）以内の家族で、総会における議決権を有しない者	 

（３）	 賛助会員	 この会の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有しない者	 

（４）	 団体会員	 この会の目的に賛同して入会した団体で、総会における議決権を有しない者	 

（５）	 特別会員	 この会の会員を１年以上継続し腎がん等により逝去した会員は、本人又は遺族等

の意志により特別会員になることができる。	 

２	 この会の設立に顕著に功績のあった者又は会の運営に顕著に功績があり１年以上会員であった

者で理事会により認められた者については、理事会の推薦によって総会の議決を経て名誉会員と

して永久に会員とすることができる。	 

	 	 なお、名誉会員のみの権能では総会における議決権を有しない。	 

３	 	 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。	 

	 

（入	 	 会）	 

第７条	 	 この会の会員になろうとするものは、ホームページ上からのユーザー登録又は様式第１号

に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。	 

２	 	 代表理事は、前項の申込者がこの会の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否

する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。	 

３	 	 代表理事は、第１項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。	 

４	 家族会員は、正会員等の資格を取得した時点で自動的に会員資格を得る。	 

５	 正会員の入会申し込みによって、腎がんのり患経験者が議決権ベースで過半を下回る場合は、

入会を保留する。	 

	 

（会費及び参加費）	 

第８条	 	 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。	 

２	 	 会費の額は、年額５００円とする。	 

３	 交流会の参加費については、実費とする。	 

４	 情報交換会の参加費については、実費とする。	 



５	 遠隔地等の理由で会の活動に参加できない者の会費は、代表理事が認めた場合に限りこれを免

除する。	 

６	 正会員等が会費を納付している場合、家族会員の会費は徴収しない。	 

	 

（退	 会）	 

第９条	 	 会員で退会しようとするものは、ホームページ上のユーザー登録の削除又は、様式第２号

に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。	 

２	 	 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決を経て退会したもの

とみなすことができる。	 

（１）	 １年以上にわたって生死が不明な場合	 

（２）団体会員で、団体が解散したとき	 

（３）会費を正当な理由なく納入しないとき	 

３	 特別会員については、遺族の代表者１名の届出により退会することができる。	 

４	 正会員等が退会した場合は、家族会員についても自動退会となる。	 

	 

（除名及び資格停止）	 

第１０条	 	 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、総会の議決を経て当該会員を除名する

ことができる。	 

２	 除名の提案は、正会員等であればだれでも総会で提案することができる。	 

（１）この会の名誉を著しく傷つけるか、またはこの会の目的に反する行為をしたとき	 

（２）この会の定款または規定に違反したとき	 

（３）他の会員の医療等に当該会員が望んでいないにも関わらず干渉したとき	 

（４）他の会員の健康を明らかに害する行動、活動をおこなったとき	 

（５）特定の医療機関又は医師を医学的根拠に基づかず恒常的に批判していることが判明したとき	 

（６）医療過誤による訴訟において、会で配布された資料又は HP 上の情報を引用していることが判

明したとき	 

３	 除名後は、総会で出席者の過半の同意が得られない場合、５年間入会申請ができない。	 

４	 緊急に除名する必要がある場合は、筆頭理事５名以上の賛成により次回総会まで会員資格を停

止することができる。	 

	 

（提出金品の不返還）	 

第１１条	 	 既納の会費その他寄付等の提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。	 

	 

第３章	 	 役	 	 員	 

（種別および定数）	 

第１２条	 	 この会に、次の役員を置く。	 

（１）	 代表理事	 １名	 	 

（２）	 筆頭理事	 ２名～７名（うち１名は代表代行を兼務する）	 



（３）	 理事	 	 	 １０名以上２０名以内（代表理事、筆頭理事を含む）	 

（４）	 監査役	 	 	 ２名以上３名以内	 

２	 	 代表理事は、筆頭理事及び理事の中から総会の議決を経て選出する。	 

	 

（選任等）	 

第１３条	 	 役員は、正会員の中から総会の議決により選任する。	 

２	 	 総会が招集されるまでに、補欠または増員のために役員を緊急に選任する必要があるときには、

前項の規定にかかわらず、理事会の議決により仮にこれを選任することができる。この場合にお

いて、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。	 

３	 	 代表理事及び筆頭理事は理事会において互選する。	 

４	 	 監査役は、理事と兼ねることはできない。	 

	 

（職	 	 務）	 

第１４条	 	 代表理事は、この会を代表し、その業務を総括する。	 

２	 	 筆頭理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときには、

筆頭理事中からあらかじめ決められた代表代行がその職務を代行する。	 

３	 	 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この

会の業務を執行する。	 

４	 	 監査役は、次に掲げる職務を行う。	 

（１）理事の業務執行の状況を監査すること	 

（２）この会の財産の状況を監査すること	 

（３）理事の業務執行またはこの会の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの定

款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会または所轄庁に報告する

こと	 

（４）前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること	 

（５）理事の業務執行の状況またはこの会の財産の状況について、理事に意見を述べること	 

	 

（任	 	 期）	 

第１５条	 	 役員の任期は、１年とし、７月１日から翌年６月３０日までとする。ただし、再任を妨

げない。	 

２	 	 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。	 

３	 欠員の補充については、第１２条第１項に定める最少の役員数を欠くときに限り補充する。	 

４	 	 役員は、辞任または任期満了の場合においても、第１２条第１項に定める最少の役員数を欠く

ときには、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。	 

	 

５	 代表理事は、理事としての任期満了の場合においても、理事として再任されたときまたは第１

４条第３項により理事としての任にあるものとされるときは、後任の代表理事が就任するまで、

なおその任にあるものとする。筆頭理事（代表代行）の場合も同様とする。	 



	 

（解	 	 任）	 

第１６条	 	 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた

上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。	 

（１）職務の執行に堪えないと認められるとき	 

（２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき	 

（３）会員でなくなったとき	 

	 

（報	 	 酬）	 

第１７条	 	 役員は、無報酬とする。	 

２	 	 役員には、消耗品費、旅費等の実額に対し費用を弁償することができる。	 

	 

第４章	 	 会	 	 議	 

（種	 	 別）	 

第１８条	 	 会議は、総会および理事会とする。	 

２	 	 総会は、通常総会および臨時総会とする。	 

	 

（総会の構成及びその傍聴）	 

第１９条	 	 総会は、正会員をもって構成する。	 

２	 総会の傍聴については、第６条第１項に定める会員であれば、何人でも傍聴できる。	 

	 

（総会の機能）	 

第２０条	 	 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。	 

（１）事業計画および予算ならびにその変更	 

（２）事業報告および決算	 

（３）その他理事会が必要と認める重要な事項	 

	 

（総会の開催）	 

第２１条	 	 通常総会は、毎年１回会計年度終了後３か月以内に開催する。	 

２	 	 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。	 

（１）理事会が必要と認めたとき	 

（２）正会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき	 

（３）監査役が請求したとき	 

	 

（総会の招集）	 

第２２条	 	 総会は、この定款に定めるもののほか、代表理事が招集する。	 

２	 	 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、少なくと

も開催日の一週間前までに発信しなければならない。	 



	 

（総会の議長）	 

第２３条	 	 総会の議長は、代表理事の指名する理事がこれに当たる。ただし、第２１条第２項第２

号および第３号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した正会員のうちから議長を選出

する。	 

	 

（総会の議決）	 

第２４条	 	 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員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	 	 総会における正会員の議決権は、１会員１票とする。	 

３	 	 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はできな

い。	 

	 

（総会の書面表決等）	 

第２５条	 	 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的

方法をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。	 

２	 前項の場合において、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または出席する正会員を代理

人として表決を委任した正会員は、第２４条の規定の適用については出席したものとみなす。	 

	 

（総会の議事録）	 

第２６条	 	 総会の議長は、総会の議事について議事要旨を作成し、これを保存しなければならない。	 

２	 	 議事録には、議長および出席した正会員のうちその会議において選任された議事録署名人２名

以上が署名または記名押印する。	 

	 

（理事会の構成）	 

第２７条	 	 理事会は、理事をもって構成する。	 

	 

（理事会の機能）	 

第２８条	 	 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。	 

（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）その他この会の業務の執行に関する事項	 

	 

（理事会の開催）	 

第２９条	 	 理事会は、年１回以上必要なときに開催する。	 

	 

（理事会の招集）	 

第３０条	 	 理事会は、代表理事が招集する。	 



２	 	 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、少なく

とも開催日の一週間前までに発信しなければならない。	 

	 

（理事会の定足数）	 

第３１条	 	 理事会は、理事のうち１０名以上の出席をもって成立する。	 

２	 理事のうち２名以上から請求があった場合は、請求のあった当該理事会は過半数を定足数とす

る。	 

	 

（理事会の議長）	 

第３２条	 	 理事会の議長は、代表理事の指名する理事がこれに当たる。	 

	 

（理事会の議決）	 

第３３条	 	 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事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	 	 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできな

い。	 

	 

（理事会の書面表決等）	 

第３５条	 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的

方法をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。	 

２	 前項の場合において、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または出席する理事を代理人

として表決を委任した理事は、第３１条および第３３条の規定の適用については出席したものとみ

なす。	 

	 

（理事会の議事録）	 

第３６条	 	 理事会の議長は、理事会の議事について議事要旨を作成し、これを保存しなければなら

ない。	 

２	 	 議事録には、議長および出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人２名以

上が署名または記名押印する。	 

	 

第５章	 	 業務の分担	 

（各担当）	 

第３７条	 	 この会は、業務企画の推進のために、次の担当を置く。	 

（１）	 交流会・講演企画担当	 

（２）	 情報交換会担当	 

（３）	 記録担当	 

（４）	 渉外担当	 

（５）	 会計担当	 



（６）	 西日本地区担当	 

（７）	 中部地区担当	 

	 

第６章	 	 事務局	 

（設置および事務局員の任免）	 

第３８条	 	 この会に事務局を置く。	 

２	 	 事務局は、事務局員を若干名置く。	 

３	 	 事務局員は、代表理事が任免する。	 

	 

（組織および運営）	 

第３９条	 	 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定め

る。	 

	 

第７章	 	 資産および会計	 

（資産の構成）	 

第４０条	 	 この会の資産は、次の各号をもって構成する。	 

（１）設立当初の財産目録に記載された資産	 

（２）会費	 

（３）寄付金品	 

（４）事業に伴う収入	 

（５）資産から生じる収入	 

（６）その他の収入	 

	 

（資産の管理）	 

第４１条	 	 この会の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。	 

	 

（経費の支弁）	 

第４２条	 	 この会の経費は、資産をもって支弁する。	 

	 

（事業年度）	 

第４３条	 	 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。	 

	 

（事業計画および予算）	 

第４４条	 	 この会の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、代表理事が作成し、通常総会

の議決を経なければならない。	 

２	 	 この会の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画および予算は、前条の規定にかかわらず、

毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。	 

３	 	 第１項に規定した総会の議決を経た事業計画書および活動予算書の変更は、理事会の議決を経



て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会はその後最初に開催する総会に報

告し承認を得なければならない。	 

	 

（事業報告および決算）	 

第４５条	 	 この会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書に関する書類は、代表理

事が事業終了後に遅滞なくこれを作成し、監査役の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年

度終了後の通常総会で承認を得なければならない。	 

	 

第８章	 	 定款の変更	 

（定款の変更）	 

第４６条	 	 この定款は、総会において出席した正会員の４分の３以上の議決を経て変更できる。	 

２	 第８条第２項の会費については、代表理事が定款で定める額の２倍を超えない範囲で代表理事

が変更することができる。	 

３	 前項の変更については、変更後に開かれる直近の総会において議決を経なければならず、議決

が得られない場合は、総会後は会費を定款に定める額とし、１年間は前項の変更ができない。	 

	 

第９章	 	 解散および合併	 

（解	 	 散）	 

第４７条	 	 この会は、次に掲げる事由によって解散する。	 

（１）総会の議決	 

（２）目的とする腎がんに係わる事業の成功の不能	 

（３）正会員の欠亡	 

（４）合併	 

（５）破産	 

（６）官公署による解散勧告又は解散命令	 

（７）腎がんが簡単に治すことができる病になったとき	 

２	 	 前項１号の規定に基づいて解散するときは、総会において出席した正会員総数の４分の３以上

の議決による。	 

	 

（残余財産の帰属先）	 

第４８条	 	 この会が解散のときに有する財産は、この会と同種の目的を有する、公共団体、団体、

医療機関等寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決

する。	 

	 

（合併）	 

第４９条	 	 この会と他の団体との合併は、総会において出席した正会員の４分の３以上の議決によ

る。	 

	 



第１０章	 	 雑	 	 則	 

（委	 	 任）	 

第５０条	 	 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。	 

第５１条	 日常的な会の運営については、代表理事及び筆頭理事の協議の上運営する。	 

	 

附	 	 則	 

この附則は２０１５年７月４日から施行する。	 

１	 	 この定款は、総会の議決した日（以下「設立日」という）から施行する。	 

２	 	 この会の設立当初の役員および役職は、第１３条第１項および第３項の規定にかかわらず、

別表１に掲げるものとする。役員の任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、設立日から

２０１６年６月３０日までとする。（HP 上に公開する役員名簿は名簿の性格上、仮称とし原本は

代表理事にて保管する）	 

３	 この会の設立年度の事業計画および収支予算は、第２０条第１項第１号および第４４条第１項

の規定にかかわらず、設立総会において決定する。	 

４	 	 この会の設立当初の事業年度は、第４３条の規定にかかわらず、設立日から２０１５年３月

３１日までとする。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

別表１	 	 	 	 設立当初の役員	 

	 

役	 	 	 	 	 	 	 職	 	 	 	 	 	 氏	 	 	 	 	 	 名	 	 

代表理事 	  
筆頭理事（代表代行）	  
筆頭理事（交流会・講演企画担当） 
筆頭理事（情報交換会担当） 
筆頭理事（記録担当） 
筆頭理事（西日本地区担当） 
筆頭理事（渉外担当） 
筆頭理事（会計担当） 
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事	  
理	 	 事 
理	 	 事   
理	 	 事   
監査役	  
監査役	  
事務局	  
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 



様式第１号 
 

入	 会	 届	  
 

	 そらまめの会への入会を希望するので、承認ねがいます。 
	 なお、入会後は代表理事にてホームページにユーザー登録することにも同意します。 
 
氏	 	 	 	 	 名 
 
ハンドルネーム 
 
電話番号（任意） 
 
メールアドレス 
 
住所（任意） 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日 
 

自署 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第２号 
 

退	 会	 届	  
 

	 そらまめの会からの退会を希望するので、承認ねがいます。 
 
氏	 	 	 	 	 名 
 
ハンドルネーム 
 
メールアドレス 
 
１	 退会後は、そらまめの会の会員であったことを以て活動しないことを誓約します。 
２	 なお、退会後は代表理事にてホームページにユーザー登録を削除することにも同意します。 
３	 家族会員も同時にその資格を失うことを承知します。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日 
 

自署 
 


