
一般社団法人日本ボッチャ協会 懲戒規程 

 

（目的） 

第１条  本規程は、一般社団法人日本ボッチャ協会（以下「本協会」という。）が担うボッ

チャ競技の普及・競技力の向上による、障がい者及びその関係者の心身の健全な発

達への寄与と社会参加の促進という重要な役割に鑑み、本協会の事業執行の公正さ

に対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止及びボッチャ競技における不

適切な行為の根絶を図り、もって本協会に対する社会的な信頼を確保することを目

的とする。 

 

（適用範囲） 

 第２条  本規程の適用範囲は本協会「倫理規程」第２条に規定された本協会に登録している

者（以下「登録会員」という。）及び本協会の社員、役員、専門局部長及び部員（以

下「役職員」という。）とする。 

 

（違反行為） 

第３条  登録会員及び本協会の役職員は次の行為（以下「違反行為」という。）を行っては

ならない。 

  １） 正当な理由なく、本協会の指示命令に従わないこと（指示命令違反） 

  ２） 本協会の名誉または信用を著しく毀損する行為（名誉毀損行為） 

  ３） 身体的暴力、暴言、いじめ、パワーハラスメントおよび差別等の行為(暴力・暴言・

差別) 

  ４） 指導に必要な範囲を明らかに超えた身体的接触、わいせつ行為や性的な言動、つき

まとい行為 (わいせつ・セクシャルハラスメント) 

   ５） 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の規程に反するドーピング違反行為、又

は法令で禁止されている薬物の使用や所持 (ドーピング・薬物) 

   ６） 補助金等の不正受給、不正使用、脱税、本協会の財産の横領、不適切な支出等の不

正経理に関与すること(不適切経理) 

   ７） 職務に関して不正な利益を供与し、申込み、要求しまたは約束すること（不正利益

供与） 

   ８） 関係法令や本協会の定める諸規程に違反すること(法令・規程違反行為) 

 

 

 

 



（違反行為に対する処分の種類） 

 第４条  違反行為を行った者は、その内容及び情状に応じて次の区分により処分を受ける。

役職員が登録会員である場合には、役員としての処分と登録会員としての処分を併

せて実施することができる。 

   １） 役職員に対する処分の種類 

      ①戒告：口頭による注意 

      ②けん責：文書による注意 

      ③警告：期間を定めての役員業務停止 

      ④解任：定款第２７条に基づき解任する 

   ２） 登録会員に対する処分の種類 

      ①戒告：口頭による注意 

      ②けん責：文書による注意 

      ③警告：定款第４６条に基づき、一定期間の会員資格停止 

      ④除名：定款第４８条に基づき、会員資格を喪失する 

２  処分の実施に併せて、本協会の実施する普及員資格、審判員資格等の喪失等の処分

を行うことは妨げない。 

   ３  処分の基準は下表のとおりとする。 

 

 

具体的な違反行為の悪質性、重大性に応じ、処分を決定する。過去において処分を受けている

場合には、再処分であることを踏まえ処分を決定する。 

 

 

 

処分の基準除名 解任・除名 
警告 

（役員業務停止・会員資格停止） 

注意 

（戒告・けん責） 

指示命令違反 ○ ○ ○ 

名誉毀損行為 ○ ○  

暴力・暴言・差別 ○ ○ ○ 

わいせつ・セクハラ ○ ○ ○ 

ドーピング・薬物 ○ ○  

不適切経理 ○ ○  

不正利益供与 ○ ○ ○ 

法令・規程違反行為 ○ ○ ○ 



（事案への対応） 

第５条  代表理事は、役職員及び登録会員について、第３条の違反行為が疑われる事案（以

下「疑われる事案」という。）を把握した場合には、疑われる事案の事実調査を行

うものとする。 

   ２  代表理事は、疑われる事案のうち、別に定める処分の基準に従って本協会の加盟登

録団体及びその他の団体（以下「加盟登録団体等」という。）に調査・処分を委ね

ることが適当と判断されるものについては、加盟登録団体等に調査・処分を委ねる

ことができる。 

 

（懲戒委員会の設置） 

 第６条  代表理事は、疑われる事案について本協会で処分が必要であると認める場合には、

懲戒委員会を設置する。 

   ２  懲戒委員会の委員は、本協会の社員ならびに役員または学識経験者で構成し、５名

以上とする。 

   ３  懲戒委員会は、代表理事から当該事案の調査結果報告を受け、審議の上、処分案を

代表理事に答申するものとする。 

   ４  処分の対象となった者に対しては、弁明の機会を与えなければならない。 

 

（違反による処分等） 

第７条  代表理事は、本規程に基づき懲戒委員会の意見を聴取した上、必要と認める場合は

懲戒処分を行うものとする。ただし、役職員の解任及び登録会員の除名の各処分を

行う場合は、以下の手続きを経なければならない。 

       １）役職員の解任については社員総会の議決 

       ２）登録会員の除名については理事会の議決 

 

  (不服申し立て) 

第８条  本協会の処分に対する不服申し立ては、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構に対し

て行うことができる。 

 

附則 

１．本規程は、平成２８年１月１０日から施行する。 

 

 



一般社団法人　日本ポッチヤ協会　定款



一枝社団法人　日本ポッチヤ協会定款

第1章　総　則

（名称）

第1条　　当法人は「般社団法人日本ポッチャ協会（以下、「当法人」と略す）と称する。英名を、JapanBoccia

Associationと称する。

（事務所）

第2条　　当法人は主たる事務所を大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科（大阪府羽曳野市

はびきの3丁目7番30号）に置く。

（目的）

第3条　　当法人は、日本国内の肢体不自由児者を中心とした陸がいのある方のニーズに応じた競技力向上を

目指すとともに、すべての陸がいのある方及び関係者に対して、ポッチヤの振興と普及を図り、ポッ

チヤを通じて陣がいのある方の心身の健藻及び生活力の向上に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条　　当法人は、第3条の日的達成のため、次の事業を行う。

（1）国内のポッチャ大会等の開催に関すること

（2）ポッチヤの普及・振興及び指導のための研修会、講習会等の開催に関すること

（3）ポッチャ競技選手の強化、育成及び、国際大会派達筆に関すること

（4）ポッチャ競技の技術向上や用具開発等の科学的支援に関すること

（5）ポッチヤ競技の情報の収集提供等に関すること

（6）その他、当法人の日的達成に必要な事項に関すること

第2章社　員

（入社）

第5条　　当法人は、当法人の目的に賛同する個人又は団体であって、本条第2項の規定により入社した者を

社員とする。

2．社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

（経費の負担）

第6条　　社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2．社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない

（任意退社）

第7条　　社員は、いつでも退社することができる。

（除名）

第8条　　当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員とし

ての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその社員を除

名することができる。

（社員資格の喪失）

第9条　　社員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退社したとき。

（2）成年被後見人又は被保佐人になったとき。

（3）死亡し、若しくは失瞭宣告を受け、又は解散したとき。



（4）第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

（5）除名されたとき。

（6）総社員の同意があったとき。

（社員名簿）

第10条

（構戒）

第11条

（権限）

第12条

（開催）

第13条

（招集）

第14条

（議長）

第15条

（議決権）

第16条

（定足数）

第17条

（決議）

第18条

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を諦鼓した社員名簿を作成する。

第3章　社民総会

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

社員総会は、次の事項を決議する。

（l）社員の除名

（2）理車及び監事の選任又は解任

（3）理昏及び監事の報酬等の額

（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）角輯吸び残余財産の処分

（7）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られた事項

当法人の社員総会は、超闇蝦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

後一定の時期に招集し開催するものとし、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

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。

2．社員総会を招集するには、各社員に対し、社員総会の日のl週間前までに、書面又は電離的方法を

もって通知を発しなければならない。

3．総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的であ

る事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

社員総会の議長は代表理事又は代表理事が任命した者がこれにあたる。

社員総会における議決権は社員l名につきl個とする。

社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席がなければ開催することができない。

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に規定するものを除き、総社員の議決権の過半数を有す

る社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2．前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分

の2以上に当たる多数をもって行わなければならない

（1）社員の除名

（2）監事の解任

（3）定款の変更

（4）解散



（5）その他法令で定められた事項

（議決権の代理行使）

第19条　　やむを得ない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書

面または電蘭的方法をもって議決権を行使し、または他の社員を代理人として議決権の行使を委任

することができる。

（社員総会の議決の省略）

第20条　　理事または社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案に社員

の全員が書面または電子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社員

総会の決議があったものとみなす：

（議車録）

第21条　　社員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，議事録には、議長及び出席した社員から選出された議事録著名人1名が、署名又は記名押印する。

第4章　役　員

（役員の設置等）

第22条　　当法人に、次の役員を置く。

（l）理事　3名以上

（2）監事　2名以内

2．理事のうちl名を代表理奉とする。

3，代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とすることができる。

（役員の選任）

第23条　　理事及び監事は、社員総会の決議によって遺臣する。

2．代表理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務権限）

第24条　　理事は理事会を構成し、当法人が別に定める分掌規定、法令及びこの定款で定めるところにより

その職務を執行する。

2．代表理事は、法令及びこの定款に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。

3．代表理索及び業務執行理事は理事会に対し、自己の職務の執行の状況について、毎事業年度に4

カ月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない

（監事の職醗翻翰

第25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する事業の報告を求め、当法人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26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社員総会の終

結の時までとし、再任は妨げない。

2．監事の任期は、選任後4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

結の時までとし、再任は妨げない

3．補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存

期間と同一とする。

4．補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5．珪素若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項に定める理事若しくは監事の定数を欠くに至っ



たときは任期の満了又は韓国こより退任した理事又は監事は新たに選任された者が就任するま

では、なお理車又は監事としてその職務を行う横木噴霧を有する。

（役員の解往）

第27条 理喜又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

ただし、監事を解任する社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の

2以上に当たる多数をもって行わなければならない

（役員の幸閲肋

第28条　　理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会の決議により報酬等を支給すること

ができる。

第5章理　事　会

（構成）

第29条　　当法人庫聾事会を置く。

2．諜事会はすべての醇で組織する。

（権限）

第30条　　理事会は、次の職務を行う。

（1）当法人の業務執行に関する決定

（2）理事の職務の執行の監督

（3）代表理事の選任及び解職

（4）その他理事会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

（種類及び開催）

第31条　　理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2．通常理事会は、年2回開催する。

3．臨時理藷会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき。

（2）代表理事以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面または竃磁的方法により代表

理事に招集の請求があったとき。ただし、理事総数の3分の2以上の賛同で代表理事が招集する。

（招集）

第32条

（議長）

第33条

（定足数）

第34条

（撼
第35条

理事会は代表理事が擢集する。

2．代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。

3．理事会を招集する者は、理事会の開催日の3日前までに、各理事及び各監事に対して書面または電

磁的方法においてその通知を発する。

4．前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときぼ招集の手続きを経ることなく理

事会を開催することができる。

理事会の議長は代表理寿がこれに当たる。代表理容に事故があるときばあらかじめ定めた順

序により他の理事がこれに当たる。

理事会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の出

席がなければ開催することができない。

理事会の決議は、この定款に別殿の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半



数が出席し、その過半数をもって行う。

（理事会の決議の省略）

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をした場合において、当該提案につき議決に加

わることの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当該提案を

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、監事が当該提案について異議を述べたと

きを除く。

（議報熟

第37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し、議長及び監事はこれに署

名又は記名押印する。

第6章　財産及び会計

（事業年度）

第38条　　当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

（事業計画及び収支予算）

第39条　　当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が編成し、理事会の承認を

得なければならない。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5年間備え置き、一投の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第柳条　　当法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、代表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、定時社員総会に提出し、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5号までの書類については承認を受けなければならない。

（1）事業報告

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）損益計算書伍味財産増減計算書）

（5）貸階対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明糸晴

傑捨金の不分西部

第41条　　当法人は、剰余金の分配を行わない

第7章　会　員

（会員の種類）

第盛条

（入会）

第43条

当法人には、次に掲げる会員を置き、当法人が別に定める登録規定により登録することにより会員

になることができる。

（1）本会員　第50条第1号に定めるブロックに所属した選手、競技アシスタント、審判員、普及

員及び第22条第1項に定める役員。

（2）賛助会員　第3条の目的に賛同し、支援する個人、家族、及び団体，

2．本会員は当法人の定款その他の規定に従わねばならない

3，本会員は、毎年、登録更新手続き及び登録料の支払いを行わなければならない。

当法人の会員になろうとする者は、別に定める登録規定にて登録手続きを行い、理事会の承認を経

て入会することができる。



（会員の権利）

第坐条　　本会員は、当法人主催または後援の各種行事、及び国際大会に参力吋－ることができる。

2．当法人の行った決定に対する不服申し立ては　日本スポーツ仲裁磯晴の「スポーツ仲裁規則」に従

って行う仲裁により解決されるものとする。

（会員資格の喪失）

第備条　　会員が次の各号の一に該当したときはその資格を喪失する。

（1）本人が死亡、若しくは失態宣告を受けたとき

（2）正当な理由なく登録更新手続きを行なわなかったとき

（3）度重なる警告を受けたとき

（4）除名されたとき

（警告）

第維条

（退会）

第47条

当法人は、定款その他の規約に反し、当法人の名誉を棄顕した会員に対し、理事会の決議により警

告を出すことができる。警告を受けた会員は一定期間の会員資格の停止等の処罰を受けなければな

らない

2．当法人は、前項の警告を受けた会員に対し、理事会の決議により一定期間の会員資格の停止等の処

分を科すことができる。

会員はいつでも退会することができる。ただし、1カ月以上前に当法人に対して書面にて予告す

るものとする。

（除名）

第館条　　当法人の定款その他の規定に反し、当法人の名誉を著しく棄損した者、あるいは度重なる警告を受

けた者は理事会の決議により除名することができる。

（登録料等の不返還）

第49条　　当法人は、会員により納入された登録料その他拠出金品は返還しない

第8革　紐　綾

僚且織）

第50条 当法人会員の組織は次のとおりとする。

（l）国内を東日本、西日本の2つのブロックに分け、そのブロックにおける都道府県のポッチヤ協

会及びクラブ（以下この団体を加入団体という）と個人登録者をもって組織構成する。

（2）東日本、西日本の2つのブロックを、登録地によって、8つの地区に区分けする。

（3）ブロック及び地区の区分けは下記の通りとする

東日本ブロック（4地区、l都l道18県）

1）北海道・東北地区（1道6県）

北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

2）関東地区（7県）

神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、競馬県、茨城県、山梨県

3）東京地区

東京都

4）北信越地区（5県）

石川県、富山県、福井県、長野県、新潟県

西日本ブロック（4地区、2府25県）

5）東海地区（4県）

愛知県、静岡県、岐阜県、三重県

6）近畿地区（2府4県）



大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

7）中国・四国地区（9県）

岡山県・鳥取県、広島県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

8）九州地区（8県）

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

2．当法人には、第4条の事業の業務分掌のため、次の専門局を置く。

（l）事務局

（2）競技局

（3）普及局

（4）大会運営局

3．専門局には運営部を置く事ができる。専門局の業務については当法人が別に定める分掌規定に

より定める。

第9章　定款の変更、解散及び清算

（定款の変更）

第51条　　この定款は社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当

たる多数の決議によって変更することができる。

（解散）

第52条　　当法人は、社員総会における、社員総会の総社員の半数以上であって、総額の議決権の3分の2

以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

（残余財産の帰属）

第53条　　当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、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。

第10章　公告の方法

（公告の方法）

第54条　　当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章　事　務　局

（事務局）

第55条　　当法人の事務を処理するために事務局を設置する。

2．事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3．事務局長及び重要な職員は代表理事が任免する。

4．事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第12章　附　　則

（最初の事業年度）

第56条　　当法人の最初の事業年度は当法人の成立の日から平成28年3月31日までとする。

（設立持出員の氏名又は名称及び住所）

第57条　　設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。



竹　井　　純　東京都北区王子本町一丁目3番1－1105号

飛　松　好　子　埼玉県川越市南台二丁目3番地5（エコヴィレッジ川越南台302号室）

奥　田　邦　晴　奈良県北・城郭広陵町馬見中正丁目5番3号

斎　藤　保　将　さいたま市緑区芝原三丁目19番地15

河　合　俊　次　堺市北区新堀町二丁83番地20

（設立時の役員）

第58条　　当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事　　　　奥田邦晴　斎藤保将　河合俊次　樋口幸治　宮坂　昇

中空清江　作間祥一　若松伸司　畠山直美　増田和茂

藤田英二

設立時代表理事　　奈良県北・城郭広陵町馬見中五丁目5番3号　　　奥田邦晴

設立時監事　　　　松尾友寛

（相談役等の選任）

第59条　　代表理事は、社員又は理事の中から相談役又！璃問を選任することができる。ただし、理事会が当

該選任につき反対する決議をした時は当該選任の効力は生じない解任の場合も同様とする。

（医療管理）

第60条　　当法人は医療管理に所属する者（医師および看護師等）を、理事会の決議を経て選任することが

できる。ただし、医療管理に所属する者は当法人の社員、選書又は会員である必要はない

2．医療管理に所属する者は会員の医療管理を行うとともに、必要に応じ各専門局や理誠こ対し助

言をおこなう。

（法令の準拠）

第61条　　この定款に定めのない事項はすべて「股社団法人及び「般財団法人に関する法律その他の法令に

従う。

以上、一般社団法人日本ポッチヤ協会の設立のため、設立時社員竹井純他4名の定款作成代理人である弁護士

松尾友党は、本定款を作成し、次に記名押印する。

平成27年3月31日

設立時社員　竹　井　　純

設立時社員　飛　松　好　子

設立時社員　奥　田　邦　晴

設立時社員　斎　藤　保　将

設立時社員　河　合　俊　次

上記設立時社員5名の定款作成代理人

大阪南北区画天満四丁目3番25号

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所

弁護士　松　尾　友　寛



これは当法人の現行定款に相違ない。

平成中年3月eI日

大阪府羽曳野市はびきの三丁目7番30号
一般社団法人日本ポッチヤ協会

代表理事　奥　田　邦　晴


