公益社団法人 日本義肢装具士協会
入会案内
日本義肢装具士協会は、国内唯一の義肢装具士の職能団体として、平成 5 年 5 月に設立し、平成 25 年
に法人化、そして平成 29 年に内閣府から公益法人認定を受けました。本会は、義肢装具士の資質の向上及び知
識・技術の研鑽に努めるとともに、義肢装具をはじめとした福祉用具の普及・発展を図り、国民の保健・医療・福祉に
寄与することを目的としています。
本会の主旨に賛同する義肢装具士をはじめ、多くの方々が入会されることを希望します。
入会を希望される方は、下記の要領にてお申込みください。

入会申込要領
1．会員の種類
定款により以下の会員種別があります。
正 会 員：義肢装具士法（昭和 62 年法律第 61 号）第 3 条の規定による義肢装具士の免許を有
する者
学生会員：義肢装具士養成学校の学生その他学生であって義肢装具士の免許を有しない者
購読会員：本会の刊行物等の購読を希望する個人（義肢装具士の免許を有しない者に限る。）
及び団体
（学術大会での発表資格（個人のみ）、本会主催行事に関する情報提供サービスが受
けられます）
賛助会員：本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する個人（義肢装具士の免許を有する者を
除く。）及び団体
（協会ウェブサイト上での求人情報掲載の特典があります）
2．入会金及び年会費（5 月 1 日～翌年 4 月 30 日）
正会員
入会金

5,000 円

年会費

12,000 円

学生会員

購読会員

賛助会員

-

-

-

3,000 円

12,000 円

30,000 円

3．所属支部について
本会は、下記 6 つの地域を 支部としています。
支

部

地

域

支部事務局

北海道支部

北海道

北海道科学大学

東北支部

東

アライズ

東日本支部

関東・甲信越

人間総合科学大学

中部日本支部

東海・北陸

日本聴能言語福祉学院

西日本支部

近畿・中国・四国

神戸医療福祉専門学校三田校

南日本支部

九州・沖縄

熊本総合医療リハビリテーション学院

北

4．入会方法
1) 会費・入会金の納入
上記２の会費、入会金の合計金額をお支払い下さい。なお、年度の途中から入会されても１年分
の会費がかかります。また、振込および支払にかかる手数料は、各自でご負担をお願いいたします。
(1) 振込の場合
①

ゆうちょ銀行の口座から振り込む場合
口座振替：
００１７０－６－７１４９６８
口座名義：

②

※

公益社団法人 日本義肢装具士協会

他の金融機関から振り込む場合
銀行名 ：
ゆうちょ銀行
支店名 ：

〇一九店（ゼロイチキュウテン）

口座種別：

当 座

口座番号：

０７１４９６８

カナ名義：

シャ） ニホンギシソウグシキョウカイ

ご本人名義の口座からお振込みください。

(2) 郵便局の窓口で払う場合
郵便局に備えつけの“青色”の「払込取扱票」に、所定の事項を記入し、窓口にてお支払
いください。
加入者名： 公益社団法人 日本義肢装具士協会
口座記号： ００１７０‐６
口座番号： ７１４９６８
金
※

額： 年会費と入会金の合計額

ご依頼人の住所、氏名は、ご本人のものを必ず記入して下さい。

2) 証明書
身分証明のために以下を同封してください。
・正会員 ： 義肢装具士免許証の写し（免許証の発行前に厚労省から届く「登録済証明書（ハ
ガキ）」の写しでも可。ただし、義肢装具士国家試験合格書は、無効）
・学生会員： 学生証の写し
E メールでも受け付けております。
① 提出先アドレスは「hellopo@japo.jp」です。
② 義肢装具士免許証の“全体”を撮影してください。
③ 撮影後、「氏名」と「登録番号」が判別できる画質かどうか、必ず確認してください。
④ メール本文にも「氏名」と「登録番号」をご記入ください。
3) ID カード用の顔写真
正会員は、ID カード用の顔写真をお送りください。写真の画質がそのまま ID カードに反映され
ますので、なるべく鮮明な写真をお送りください。白黒写真の場合は ID カードの写真も白黒にな
ります。トリミングの都合上、顔以外の部分も十分に写るように撮影してください。サイズは 最低
4cm×3cm で、これ以上としてください。なお、写真は返却いたしません。
E メールでも受け付けております。
① 提出先アドレスは「hellopo@japo.jp」です。
② メール本文に「氏名」,「所属」をご記入ください。

4) 申込手続
下記サイトにアクセスして、ログイン画面下の「入会申請はこちら」をクリックし、画面の指示
に従って登録をお願いいたします。

https://japo-mypage.jp
＜問い合わせ＞ 公益社団法人 日本義肢装具土協会 事務局
〒113－0033
Tel

東京都文京区本郷 5 丁目 32－7

：03－5842－5457

義肢会館 202

Fax：03－5842－5458

E－mail：hellopo@japo.jp

個人情報保護方針
公益社団法人日本義肢装具士協会（以下、「当会」という）は、義肢装具士の生涯教育等の管理、学術
誌・会報誌の発行、研修セミナー・学術大会の開催等の事業や国際支援活動事業活動にあたり、個人情報
を適切に保護および管理することは当会の社会的責任と認識しております。
そのため、以下の通り個人情報保護方針を制定し、適切な個人情報保護に関する取組みを実行いたしま
す。
1.

当会は、上記に示す事業の内容及び規模を考慮して、個人情報を適切に取得、利用いたします。当会
では、あらかじめご本人の同意を得ることなく個人情報の目的外利用を行わないことを原則とし、そ
のための措置を講じます。

2.

当会は、ご本人の同意を得た場合や法令等により正当な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に
提供いたしません。

3.

当会は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。

4.

当会は、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、対策を講じるとともに、必要な
是正措置を講じます。

5.

当会は、個人情報の取扱い及び個人情報保護マネジメントシステムに関する苦情・相談窓口を設置し、
対応いたします。

6.

当会は、ＪＩＳ規格（ＪＩＳＱ１５００１）に基づく個人情報保護マネジメントシステムを運用し、
継続的に見直し、改善していきます。
制定日：2021 年 4 月 1 日
公益社団法人日本義肢装具士協会
会長 野坂利也
(個人情報保護に関するお問合せ先)
〒113-0033 東京都文京区本郷 5 丁目 32-7 義肢会館 202
公益社団法人日本義肢装具士協会
事務局 個人情報保護外部対応窓口
電話：03-5842-5457
E-mail：hellopo@japo.jp
お問合せフォーム（SSL 対応）よりお問合せください。
https://www.japo.jp/contact.html

個人情報の取り扱いについて
公益社団法人日本義肢装具士協会
個人情報保護委員会 委員長
個人情報保護管理者 中村 喜彦
（連絡先は下記の窓口と同じです）
公益社団法人日本義肢装具士協会（以下、当会という）が取り扱う会員等の皆様の個人情報について、
以下のとおり公表いたします。
1. 個人情報の利用目的に関する事項
当会は、会員等の皆様の個人情報を以下の目的で利用いたします。この他の利用目的で個人情報を利
用する場合には、個人情報を取得するときに、その利用目的と問合せ先を明示します。 なお、これらの
利用目的の範囲を超えてお客様の個人情報を利用する場合は、改めて利用目的をお知らせし、同意を得
ることとします。ただし、取得状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は除きます。
当会の保有個人データの利用目的




入会受付、ID カードの発行、変更・退会の事務処理、
会員管理及び会員マイページの提供等、会員管理業務を
行うため
会費の請求、徴収、返金業務等を行うため
会員に学術誌・会報誌の発送業務を行うため
研修・セミナーの開催、参加者受付、会員への単位認定
付与、修了書発行等の業務を行うため
学術大会の開催、参加者受付、会員への単位認定付与、
修了書発行等の業務を行うため
国際支援活動事業の支援業務を遂行するため

役員・委員情報、代議
員・役員候補者情報




役員・委員等の委嘱業務を行うため
代議員・役員候補者の選挙管理業務を行うため

講師・執筆者情報



講師・執筆者等へ謝金・交通費等の支払業務を行うため

お問い合わせ情報



当会の業務等に関する意見、要望、問合わせについての
受付と回答を行うため

取引先・医療関係団体の
代表者、担当者と交換し
た名刺情報等




取引上のご挨拶、ご連絡するため
当会との取引に関する事務その他それに付帯する業務を
実行するため

従業者情報、採用情報



社員・アルバイト等の管理業務（人事労務管理、給与管
理、労働保険・社会保険、労働安全、福利厚生の運用管
理、業務遂行管理等を含む）とそれに付随する業務を実
施するため
当会社員・アルバイト等の採用に関わる連絡、選考、入
社手続とそれに付随する業務を実施するため

会員情報








2. 当会の保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第
三者への提供の停止のご請求の手続き
当会では、会員等の皆様の保有個人データについて、本人またはその代理人から、開示・変更・削
除・利用停止・第三者提供の停止等の求めがあった場合、当会所定の方法によって対応します。具体的
な方法については、個別にご案内しますので、下記（３）お問い合わせ先までご連絡ください。
(1) 手続き
ご請求は、郵送・電話・電子メールの送信によってご連絡ください。ご請求内容確認後、折り返し当
会所定の請求書面をお送りしますので、必要事項をご記入の上、ご郵送ください。その際、請求者ま
たは代理人がご本人であること、また代理人が代理権を有することを当会所定の方法により確認させ
ていただきます。なお、保有個人データの削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求め
られたときは、当会の会員管理業務等での学術誌・会報誌の発送、研修セミナー・学術大会等の参加
受付はお受けできません。
(2) 手数料等
当会への手数料はいただきませんが、請求者にかかる切手代、電話代等のすべての費用はご負担いた
だきます。
(3) お問い合わせ先
お問い合わせは、下記までご連絡ください。
〒113-0033 東京都文京区本郷 5 丁目 32-7 義肢会館 202
公益社団法人日本義肢装具士協会
事務局 個人情報保護外部対応窓口
E-mail：hellopo@japo.jp
電話：03-5842-5457
受付時間 10:00～16:00（土日祝日を除く）
お問合せフォーム（SSL 対応）よりお問合せください。
https://www.japo.jp/contact.html
3.保有個人データの取扱いに関する苦情・相談について
当会の保有個人データの取扱いに関する苦情・相談につきましては、上記２．（３）の「お問い合わ
せ先」までお寄せください。

