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公益財団法人松尾学術振興財団定款公益財団法人松尾学術振興財団定款公益財団法人松尾学術振興財団定款公益財団法人松尾学術振興財団定款    

第第第第１１１１章章章章    総総総総    則則則則    

    ((((名称名称名称名称))))    

第第第第1111条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、公益財団法人松尾学術振興財団公益財団法人松尾学術振興財団公益財団法人松尾学術振興財団公益財団法人松尾学術振興財団とととと称称称称するするするする。。。。    

    ((((事務所事務所事務所事務所))))    

第第第第2222条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所をををを東京都杉並区東京都杉並区東京都杉並区東京都杉並区にににに置置置置くくくく。。。。    

    

第第第第２２２２章章章章    目的及目的及目的及目的及びびびび事業事業事業事業    

((((目的目的目的目的))))    

第第第第3333条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、自然科学自然科学自然科学自然科学分野分野分野分野のののの学術研究学術研究学術研究学術研究助成助成助成助成及及及及びびびび褒賞褒賞褒賞褒賞、、、、並並並並びにびにびにびに文化文化文化文化としてのとしてのとしてのとしての豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をををを育成育成育成育成

するためにするためにするためにするために音楽音楽音楽音楽にににに関関関関するするするする助成助成助成助成をををを行行行行いいいい、、、、我我我我がががが国国国国のののの学術学術学術学術・・・・文化文化文化文化のののの発展発展発展発展にににに寄与寄与寄与寄与するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、人類人類人類人類

のののの文化文化文化文化におけるにおけるにおけるにおける自然科学研究自然科学研究自然科学研究自然科学研究のののの価値価値価値価値をををを、、、、自然科学自然科学自然科学自然科学とととと人文科学人文科学人文科学人文科学のののの両面両面両面両面からからからから正正正正しくしくしくしく評価評価評価評価するするするする基盤基盤基盤基盤

をををを確立確立確立確立するためのするためのするためのするための調査研究調査研究調査研究調査研究をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその成果成果成果成果をををを世世世世にににに問問問問ううううことことことことをををを目的目的目的目的とすとすとすとするるるる。。。。    

((((事業事業事業事業))))    

第第第第4444条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、前条前条前条前条のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために次次次次のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう。。。。    

(1)(1)(1)(1) 自然科学自然科学自然科学自然科学、、、、特特特特にににに原子物理学原子物理学原子物理学原子物理学をををを中心中心中心中心とするとするとするとする学術研究学術研究学術研究学術研究にににに対対対対するするするする研究費研究費研究費研究費のののの助成助成助成助成    

(2)(2)(2)(2) 自然科学自然科学自然科学自然科学、、、、特特特特にににに基礎物理学基礎物理学基礎物理学基礎物理学及及及及びびびび数理統計学数理統計学数理統計学数理統計学にににに関関関関するするするする優優優優れたれたれたれた業績業績業績業績のののの褒賞褒賞褒賞褒賞    

(3)(3)(3)(3) 自然科学自然科学自然科学自然科学及及及及びびびび人文社会科学人文社会科学人文社会科学人文社会科学にににに関関関関するするするする研究研究研究研究集会集会集会集会、、、、講演会等講演会等講演会等講演会等のののの開催費及開催費及開催費及開催費及びびびび参加費参加費参加費参加費にににに対対対対するするするする助成助成助成助成    

(4)(4)(4)(4) 自然科学研究自然科学研究自然科学研究自然科学研究のののの価値価値価値価値をををを、、、、自然科学自然科学自然科学自然科学とととと人文科学人文科学人文科学人文科学のののの両面両面両面両面からからからから正正正正しくしくしくしく評価評価評価評価するするするする基盤基盤基盤基盤のののの確立確立確立確立とととと向上向上向上向上にににに

資資資資するためのするためのするためのするための調査研究調査研究調査研究調査研究とそのとそのとそのとその成果成果成果成果のののの提言提言提言提言にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

(5)(5)(5)(5) 音楽音楽音楽音楽、、、、特特特特にににに室内楽室内楽室内楽室内楽おけるおけるおけるおける弦楽四重奏弦楽四重奏弦楽四重奏弦楽四重奏のののの研鑽研鑽研鑽研鑽にににに対対対対するするするする助成助成助成助成    

(6)(6)(6)(6) そのそのそのその他上記他上記他上記他上記のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業    

2222    前項前項前項前項のののの事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、日本日本日本日本全国全国全国全国においてにおいてにおいてにおいて行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

    

                    第第第第３３３３章章章章    財財財財産及産及産及産及びびびび会計会計会計会計    

    ((((財産財産財産財産のののの種別種別種別種別))))    

第第第第 5555条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの財産財産財産財産はははは基本財産基本財産基本財産基本財産、、、、特定特定特定特定資産資産資産資産及及及及びびびび運用運用運用運用財産財産財産財産とするとするとするとする。。。。    

2222    基本財産基本財産基本財産基本財産はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるものをもってげるものをもってげるものをもってげるものをもって構成構成構成構成するするするする。。。。    

(1(1(1(1))))このこのこのこの法人法人法人法人がががが公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人へのへのへのへの登記登記登記登記をしたをしたをしたをした日日日日のののの前日前日前日前日にににに基本財産基本財産基本財産基本財産としてとしてとしてとして記載記載記載記載されたされたされたされた財産財産財産財産    

(2)(2)(2)(2)基本財産基本財産基本財産基本財産ととととすることをすることをすることをすることを指定指定指定指定してしてしてして寄附寄附寄附寄附されたされたされたされた財産財産財産財産    

(3)(3)(3)(3)理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて、、、、特定資産又特定資産又特定資産又特定資産又はそのはそのはそのはその他他他他のののの財産財産財産財産からからからから基本財産基本財産基本財産基本財産にににに繰入繰入繰入繰入れることれることれることれることをををを決議決議決議決議したしたしたした財産財産財産財産    

3333    特定特定特定特定資産資産資産資産はははは、、、、基本財産以外基本財産以外基本財産以外基本財産以外のののの財産財産財産財産でででで、、、、寄附者寄附者寄附者寄附者のののの指定又指定又指定又指定又はははは理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより、、、、使途使途使途使途をををを特定特定特定特定のののの目的目的目的目的

にににに定定定定めためためためた財産財産財産財産とするとするとするとする。。。。    

4444運用運用運用運用財産財産財産財産はははは、、、、基本財産及基本財産及基本財産及基本財産及びびびび特定特定特定特定資産資産資産資産以外以外以外以外のののの財産財産財産財産とするとするとするとする。。。。        

((((基本財産基本財産基本財産基本財産のののの維持及維持及維持及維持及びびびび処分処分処分処分))))    

第第第第 6666条条条条    基本財産基本財産基本財産基本財産についてこのについてこのについてこのについてこの法人法人法人法人はははは、、、、適正適正適正適正なななな維持及維持及維持及維持及びびびび管理管理管理管理にににに努努努努めめめめるものとするるものとするるものとするるものとする。。。。    

２２２２    やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情によりによりによりにより基本財産基本財産基本財産基本財産のののの一部一部一部一部をををを処分処分処分処分するするするする場合場合場合場合はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決にににに加加加加わることができるわることができるわることができるわることができる
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理事理事理事理事のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの議決議決議決議決にににに加加加加わることができるわることができるわることができるわることができる評議員評議員評議員評議員のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上

のののの決議決議決議決議によりによりによりにより承認承認承認承認をををを得得得得なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    

((((財産財産財産財産のののの管理管理管理管理・・・・運用運用運用運用))))    

第第第第７７７７条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの財産財産財産財産のののの管理管理管理管理・・・・運用運用運用運用はははは理事長理事長理事長理事長がががが行行行行うものとしうものとしうものとしうものとし、、、、そのそのそのその方法方法方法方法はははは理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより、、、、別別別別

にににに定定定定めるめるめるめる資金運用資金運用資金運用資金運用規程規程規程規程によるものとするによるものとするによるものとするによるものとする。。。。    

((((事業年度事業年度事業年度事業年度))))    

第第第第 8888条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事業年度事業年度事業年度事業年度はははは、、、、毎年毎年毎年毎年 4444月月月月 1111日日日日にににに始始始始まりまりまりまり翌年翌年翌年翌年 3333月月月月 31313131日日日日にににに終終終終わるものとするわるものとするわるものとするわるものとする。。。。    

((((事業計画及事業計画及事業計画及事業計画及びびびび収支予算収支予算収支予算収支予算))))    

第第第第 9999条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書、、、、収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書、、、、資金調達及資金調達及資金調達及資金調達及びびびび設備投資設備投資設備投資設備投資のののの見込見込見込見込みをみをみをみを記載記載記載記載したしたしたした書類書類書類書類((((以下以下以下以下｢｢｢｢事事事事

業計画書及業計画書及業計画書及業計画書及びびびび収支計算書等収支計算書等収支計算書等収支計算書等｣｣｣｣というというというという。。。。))))はははは、、、、理事長理事長理事長理事長がががが作成作成作成作成しししし、、、、毎事業年度開始毎事業年度開始毎事業年度開始毎事業年度開始のののの前日前日前日前日までにまでにまでにまでに、、、、理事理事理事理事

会会会会のののの承認承認承認承認をををを経経経経てててて臨時臨時臨時臨時評議員会評議員会評議員会評議員会にににに報告報告報告報告ししししなければならないなければならないなければならないなければならない。。。。これをこれをこれをこれを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合もももも同様同様同様同様とするとするとするとする。。。。    

２２２２    前項前項前項前項のののの事業計画及事業計画及事業計画及事業計画及びびびび収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書等等等等はははは、、、、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度のののの開始前開始前開始前開始前日日日日までにまでにまでにまでに行政庁行政庁行政庁行政庁にににに提出提出提出提出しなければなしなければなしなければなしなければな

らないらないらないらない。。。。        

３３３３    第第第第１１１１項項項項のののの書類書類書類書類についてはについてはについてはについては、、、、主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに、、、、当該事業年度当該事業年度当該事業年度当該事業年度がががが終了終了終了終了するまでのするまでのするまでのするまでの間備間備間備間備ええええ置置置置きききき一般一般一般一般のののの

閲覧閲覧閲覧閲覧にににに供供供供するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    ((((事業報告及事業報告及事業報告及事業報告及びびびび決算決算決算決算))))    

第第第第 10101010条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事業報告及事業報告及事業報告及事業報告及びびびび決算決算決算決算についてはについてはについてはについては、、、、毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後、、、、理事理事理事理事長長長長がががが次次次次のののの書類書類書類書類((((以下計算以下計算以下計算以下計算

書類等書類等書類等書類等というというというという。。。。))))をををを作成作成作成作成しししし、、、、監事監事監事監事のののの監査監査監査監査をををを受受受受けたけたけたけた上上上上でででで、、、、理事会理事会理事会理事会のののの承認承認承認承認をををを経経経経てててて、、、、定時定時定時定時評議員会評議員会評議員会評議員会のののの承承承承

認認認認をををを得得得得るものとするるものとするるものとするるものとする。。。。    

(1)(1)(1)(1)事業報告事業報告事業報告事業報告    

(2)(2)(2)(2)事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書のののの附属明細書附属明細書附属明細書附属明細書    

(3)(3)(3)(3)貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表    

(4)(4)(4)(4)正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書    

(5)(5)(5)(5)貸借対照表及貸借対照表及貸借対照表及貸借対照表及びびびび正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書正味財産増減計算書のののの附属明細書附属明細書附属明細書附属明細書    

(6)(6)(6)(6)財産目録財産目録財産目録財産目録    

２２２２    前項前項前項前項のののの各書類各書類各書類各書類はははは、、、、毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後３３３３箇月箇月箇月箇月以内以内以内以内にににに行政庁行政庁行政庁行政庁にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

３３３３    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、第第第第 1111 項項項項のののの定時評議員会定時評議員会定時評議員会定時評議員会のののの終結後直終結後直終結後直終結後直ちにちにちにちに、、、、法令法令法令法令のののの定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

をををを公告公告公告公告するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

４４４４    第第第第 1111 項項項項のののの書類書類書類書類のほかのほかのほかのほか、、、、次次次次のののの書類書類書類書類をををを 5555 年間主年間主年間主年間主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所にににに備備備備ええええ置置置置きききき一般一般一般一般のののの閲覧閲覧閲覧閲覧にににに供供供供するものとすするものとすするものとすするものとす

るるるる。。。。    

    ((((1111))))監査報告監査報告監査報告監査報告    

    ((((2222))))理事及理事及理事及理事及びびびび監事並監事並監事並監事並びにびにびにびに評議員評議員評議員評議員のののの名簿名簿名簿名簿    

    (3(3(3(3))))理事及理事及理事及理事及びびびび監事並監事並監事並監事並びにびにびにびに評議員評議員評議員評議員のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの支給基準支給基準支給基準支給基準をををを記載記載記載記載したしたしたした書類書類書類書類    

    (4(4(4(4))))運営組織及運営組織及運営組織及運営組織及びびびび事業活動事業活動事業活動事業活動のののの状況状況状況状況のののの概要及概要及概要及概要及びこれらにびこれらにびこれらにびこれらに関関関関するするするする数値数値数値数値のうちのうちのうちのうち重要重要重要重要なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載したしたしたした書類書類書類書類    

        ((((長期借入金並長期借入金並長期借入金並長期借入金並びにびにびにびに重要重要重要重要なななな財産財産財産財産のののの処分処分処分処分))))    

第第第第 11111111 条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人がががが資金資金資金資金のののの借入借入借入借入れをしようとするときはれをしようとするときはれをしようとするときはれをしようとするときは、、、、そのそのそのその事業年度事業年度事業年度事業年度のののの収入収入収入収入をもってをもってをもってをもって、、、、償還償還償還償還するするするする

短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金をををを除除除除きききき、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、評議員評議員評議員評議員のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの決議決議決議決議をををを経経経経なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    
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２２２２    このこのこのこの法人法人法人法人がががが重要重要重要重要なななな財産財産財産財産のののの処分又処分又処分又処分又はははは譲受譲受譲受譲受けをけをけをけを行行行行おうとするときもおうとするときもおうとするときもおうとするときも、、、、前項前項前項前項とととと同様同様同様同様なななな決議決議決議決議をををを経経経経なけれなけれなけれなけれ

ばならないばならないばならないばならない。。。。    

    ((((会計原則等会計原則等会計原則等会計原則等))))    

第第第第 12121212条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの会計会計会計会計はははは、、、、一般一般一般一般にににに公正妥当公正妥当公正妥当公正妥当とととと認認認認められるめられるめられるめられる公益法人公益法人公益法人公益法人のののの会計会計会計会計のののの慣行慣行慣行慣行にににに従従従従うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

２２２２    このこのこのこの法人法人法人法人のののの会計処理会計処理会計処理会計処理にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、理事会理事会理事会理事会でででで別別別別にににに定定定定めめめめるるるる経理規程経理規程経理規程経理規程によるものとするによるものとするによるものとするによるものとする。。。。    

    ((((公益目的取得財産残額公益目的取得財産残額公益目的取得財産残額公益目的取得財産残額のののの算定算定算定算定))))    

第第第第 11113333 条条条条    理事長理事長理事長理事長はははは、、、、公益公益公益公益社社社社団法人団法人団法人団法人及及及及びびびび公益公益公益公益財財財財団団団団法人法人法人法人のののの認定等認定等認定等認定等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律((((以下以下以下以下｢｢｢｢認定法認定法認定法認定法｣｣｣｣というというというという。。。。))))

施行規則第施行規則第施行規則第施行規則第 48484848 条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度、、、、当該事業年度当該事業年度当該事業年度当該事業年度のののの末日末日末日末日におけるにおけるにおけるにおける公益目的取得財産公益目的取得財産公益目的取得財産公益目的取得財産

残額残額残額残額をををを算定算定算定算定しししし、、、、第第第第 10101010条第条第条第条第 4444項第項第項第項第 4444号号号号のののの書類書類書類書類にににに記載記載記載記載するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

                        第第第第 4444章章章章    評議員評議員評議員評議員    

    ((((定定定定    数数数数))))    

第第第第 11114444条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに、、、、評議員評議員評議員評議員６６６６名以上名以上名以上名以上 10101010名以内名以内名以内名以内をををを置置置置くくくく。。。。    

    ((((評議員評議員評議員評議員のののの選任等選任等選任等選任等))))    

第第第第 11115555条条条条    評議員評議員評議員評議員のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任はははは、、、、一般社団一般社団一般社団一般社団法人及法人及法人及法人及びびびび一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人にににに関関関関するするするする法律法律法律法律((((以下以下以下以下｢｢｢｢一般法一般法一般法一般法｣｣｣｣といといといとい

うううう。。。。))))のののの第第第第 179179179179条条条条からからからから第第第第 195195195195条条条条のののの規定規定規定規定にににに従従従従いいいい、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて行行行行うううう。。。。    

２２２２    評議員評議員評議員評議員をををを選任選任選任選任するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のののの要件要件要件要件をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも満満満満たさなければならないたさなければならないたさなければならないたさなければならない。。。。    

    （（（（１１１１））））各評議員各評議員各評議員各評議員についてについてについてについて、、、、次次次次ののののイイイイからへにからへにからへにからへに該当該当該当該当するするするする評議員評議員評議員評議員のののの合計数合計数合計数合計数がががが、、、、評議員総数評議員総数評議員総数評議員総数のののの３３３３分分分分のののの 1111をををを超超超超

えないものであることえないものであることえないものであることえないものであること。。。。    

            イイイイ    当該評議員及当該評議員及当該評議員及当該評議員及びそのびそのびそのびその配偶者又配偶者又配偶者又配偶者又はははは３３３３親等以内親等以内親等以内親等以内のののの親族親族親族親族    

            ロロロロ    当該評議員当該評議員当該評議員当該評議員とととと婚姻婚姻婚姻婚姻届届届届はしていないがはしていないがはしていないがはしていないが事実上婚姻関係事実上婚姻関係事実上婚姻関係事実上婚姻関係とととと同様同様同様同様のののの事情事情事情事情にあるにあるにあるにある者者者者    

            ハハハハ    当該評議員当該評議員当該評議員当該評議員のののの使用人使用人使用人使用人    

            ニニニニ    ロロロロ又又又又ははははハハハハにににに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの者者者者であってであってであってであって、、、、当該評議員当該評議員当該評議員当該評議員からからからから受受受受けるけるけるける金銭金銭金銭金銭そそそそのののの他他他他のののの財産財産財産財産によってによってによってによって生生生生

計計計計をををを維持維持維持維持しているしているしているしている者者者者    

            ホホホホ    ハハハハ又又又又ははははニニニニにににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者のののの配偶者配偶者配偶者配偶者    

ヘヘヘヘ    ロロロロからからからからニニニニにににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者のののの３３３３親等以内親等以内親等以内親等以内のののの親族親族親族親族であってであってであってであって、、、、これらのこれらのこれらのこれらの者者者者とととと生計生計生計生計をををを一一一一にするにするにするにする者者者者    

    （（（（２２２２））））他他他他のののの同一団体同一団体同一団体同一団体((((公益法人公益法人公益法人公益法人をををを除除除除くくくく。。。。))))のののの次次次次ののののイイイイからからからからニニニニにににに該当該当該当該当するするするする評議員評議員評議員評議員のののの合計数合計数合計数合計数がががが評議員総数評議員総数評議員総数評議員総数のののの

３３３３分分分分のののの１１１１をををを超超超超えないえないえないえないものものものものであることであることであることであること。。。。    

イイイイ    理事理事理事理事    

            ロロロロ    使用人使用人使用人使用人    

            ハハハハ    他他他他のののの同一団体同一団体同一団体同一団体のののの理事以外理事以外理事以外理事以外のののの役員役員役員役員((((法人法人法人法人でないでないでないでない団体団体団体団体でででで代表者又代表者又代表者又代表者又はははは管理人管理人管理人管理人のののの定定定定めがあるものにめがあるものにめがあるものにめがあるものに

あってはあってはあってはあっては、、、、そのそのそのその代表者又代表者又代表者又代表者又はははは管理人管理人管理人管理人))))又又又又はははは業務業務業務業務をををを執行執行執行執行するするするする社員社員社員社員であるであるであるである者者者者    

            ニニニニ    次次次次のののの団体団体団体団体においてにおいてにおいてにおいて職員職員職員職員であるであるであるである者者者者((((国会国会国会国会議員及議員及議員及議員及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの議会議会議会議会のののの議員議員議員議員をををを除除除除くくくく))))    

                ①①①①    国国国国のののの機関機関機関機関    

                                ②②②②    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体    

                ③③③③    独立行政法人通則法第独立行政法人通則法第独立行政法人通則法第独立行政法人通則法第２２２２条第条第条第条第１１１１項項項項にににに規定規定規定規定するするするする独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人    

                ④④④④    国立大学法人法第国立大学法人法第国立大学法人法第国立大学法人法第２２２２条第条第条第条第１１１１項項項項にににに規定規定規定規定するするするする国立大学法人又国立大学法人又国立大学法人又国立大学法人又はははは同条第同条第同条第同条第３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする大学共大学共大学共大学共
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同利用機関法人同利用機関法人同利用機関法人同利用機関法人    

                                ⑤⑤⑤⑤    地方独立行政法人法第地方独立行政法人法第地方独立行政法人法第地方独立行政法人法第２２２２条第条第条第条第１１１１項項項項にににに規定規定規定規定するするするする地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人    

                ⑥⑥⑥⑥    特殊法人特殊法人特殊法人特殊法人((((特別特別特別特別のののの法律法律法律法律によりによりによりにより特別特別特別特別のののの設立行為設立行為設立行為設立行為をもってをもってをもってをもって設立設立設立設立されたされたされたされた法人法人法人法人であってであってであってであって、、、、総務省設総務省設総務省設総務省設

置法第置法第置法第置法第 4444条第条第条第条第 15151515号号号号のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるものをいうけるものをいうけるものをいうけるものをいう。。。。))))又又又又はははは、、、、認可法人認可法人認可法人認可法人((((特別特別特別特別のののの法律法律法律法律によによによによ

ってってってって設立設立設立設立されされされされ、、、、かつかつかつかつ、、、、そのそのそのその設立設立設立設立にににに関関関関しししし行政官庁行政官庁行政官庁行政官庁のののの認可認可認可認可をををを要要要要するするするする法人法人法人法人をををを言言言言うううう。。。。))))    

３３３３    評議員評議員評議員評議員はははは、、、、このこのこのこの法人法人法人法人((((又又又又はそのはそのはそのはその子法人子法人子法人子法人))))のののの理事又理事又理事又理事又はははは監事若監事若監事若監事若しくはしくはしくはしくは使用人使用人使用人使用人をををを兼兼兼兼ねることができないねることができないねることができないねることができない。。。。    

４４４４    評議員評議員評議員評議員にににに異動異動異動異動があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、２２２２週間以内週間以内週間以内週間以内にににに登記登記登記登記しししし、、、、((((登記事項証明書等登記事項証明書等登記事項証明書等登記事項証明書等をををを添添添添ええええ))))遅滞遅滞遅滞遅滞なくそのなくそのなくそのなくその

旨旨旨旨をををを行政庁行政庁行政庁行政庁にににに届届届届けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。    

        ((((権権権権    限限限限))))    

第第第第 16161616 条条条条    評議員評議員評議員評議員はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会をををを構成構成構成構成しししし、、、、第第第第 2222１１１１条条条条にににに規定規定規定規定するするするする事項事項事項事項のののの決議決議決議決議にににに参画参画参画参画するほかするほかするほかするほか、、、、法令法令法令法令にににに定定定定

めるそのめるそのめるそのめるその他他他他のののの権限権限権限権限をををを行使行使行使行使するするするする。。。。    

    （（（（任任任任    期期期期））））    

第第第第１１１１7777 条条条条    評議員評議員評議員評議員のののの任期任期任期任期はははは、、、、選任後選任後選任後選任後４４４４年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする事業年度事業年度事業年度事業年度のうちのうちのうちのうち、、、、最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに関関関関するするするする定時評定時評定時評定時評

議員会議員会議員会議員会のののの終結終結終結終結のののの時時時時までとしまでとしまでとしまでとし、、、、再任再任再任再任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

２２２２    任期任期任期任期のののの満了前満了前満了前満了前にににに退任退任退任退任したしたしたした評議員評議員評議員評議員のののの補欠補欠補欠補欠としてとしてとしてとして選任選任選任選任されたされたされたされた評議員評議員評議員評議員のののの任期任期任期任期はははは、、、、退任退任退任退任したしたしたした評議員評議員評議員評議員のののの任期任期任期任期

のののの満了満了満了満了するするするする時時時時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

３３３３    評議員評議員評議員評議員はははは、、、、辞任又辞任又辞任又辞任又はははは任期満了後任期満了後任期満了後任期満了後においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、第第第第 14141414条条条条にににに定定定定めるめるめるめる定員定員定員定員にににに足足足足りなくなるりなくなるりなくなるりなくなる時時時時はははは、、、、新新新新たにたにたにたに    

選任選任選任選任されたものがされたものがされたものがされたものが就任就任就任就任するまではするまではするまではするまでは、、、、なおなおなおなお評議員評議員評議員評議員としてのとしてのとしてのとしての権利義務権利義務権利義務権利義務をををを有有有有するするするする。。。。    

    ((((解解解解    任任任任))))    

第第第第 18181818 条条条条    評議員評議員評議員評議員がががが次次次次のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するときはするときはするときはするときは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの議決議決議決議決にににに加加加加わることのできるわることのできるわることのできるわることのできる評議員評議員評議員評議員のののの

3333分分分分のののの 2222以上以上以上以上のののの決議決議決議決議にににに基基基基づきづきづきづき解任解任解任解任することができるすることができるすることができるすることができる。。。。このこのこのこの場場場場合評議員合評議員合評議員合評議員会会会会ににににおおおおいていていていて決議決議決議決議をををを行行行行うううう前前前前にににに、、、、

当該評議員当該評議員当該評議員当該評議員にににに意見意見意見意見をををを陳述陳述陳述陳述するするするする機会機会機会機会をををを与与与与えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない。。。。    

    (1)(1)(1)(1)職務上職務上職務上職務上のののの義務義務義務義務にににに反反反反しししし、、、、又又又又はははは職務職務職務職務をををを怠怠怠怠ったときったときったときったとき。。。。    

  (2)  (2)  (2)  (2)心身心身心身心身のののの故障故障故障故障のためのためのためのため、、、、職務職務職務職務のののの執行執行執行執行にににに支障支障支障支障がありがありがありがあり、、、、又又又又はこれにはこれにはこれにはこれに堪堪堪堪えないときえないときえないときえないとき。。。。    

        （（（（報報報報    酬酬酬酬    等等等等））））    

第第第第 11119999条条条条    評議員評議員評議員評議員はははは無報酬無報酬無報酬無報酬とするとするとするとする。。。。    

２２２２    評議員評議員評議員評議員にはにはにはには、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを行行行行うためにうためにうためにうために要要要要するするするする費用費用費用費用のののの支払支払支払支払いをすることができるいをすることができるいをすることができるいをすることができる。。。。    

３３３３    前前前前２２２２項項項項にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

                                    第第第第５５５５章章章章    評議員会評議員会評議員会評議員会    

        （（（（構構構構    成成成成））））    

第第第第 20202020条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての評議員評議員評議員評議員をもってをもってをもってをもって構構構構成成成成するするするする。。。。    

        （（（（権権権権    限限限限））））    

第第第第 22221111条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、次次次次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて決議決議決議決議するするするする。。。。    

    (1) (1) (1) (1) 評議員評議員評議員評議員のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任    

    ((((2222))))    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任    

    ((((3333))))    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの額額額額    
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  (  (  (  (4444) ) ) ) 評議員評議員評議員評議員にににに対対対対するするするする報酬等報酬等報酬等報酬等のののの支給支給支給支給のののの基準基準基準基準    

     (5) (5) (5) (5)    各事業年度各事業年度各事業年度各事業年度のののの決算決算決算決算のののの承認承認承認承認    

    ((((6666))))    定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

    ((((7777))))    公益目的取得財産公益目的取得財産公益目的取得財産公益目的取得財産残残残残額額額額のののの贈与及贈与及贈与及贈与及びびびび残残残残余財産余財産余財産余財産のののの処分処分処分処分    

    (8(8(8(8))))    基本財産基本財産基本財産基本財産のののの処分又処分又処分又処分又はははは除外除外除外除外のののの承認承認承認承認    

    (9(9(9(9))))    そのそのそのその他評議員会他評議員会他評議員会他評議員会でででで決議決議決議決議するものとしてするものとしてするものとしてするものとして法令又法令又法令又法令又はこのはこのはこのはこの定款定款定款定款でででで定定定定められためられためられためられた事項事項事項事項            

（（（（種類及種類及種類及種類及びびびび開催開催開催開催））））    

第第第第 22222222条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、定時評議定時評議定時評議定時評議員会及員会及員会及員会及びびびび臨時評議員会臨時評議員会臨時評議員会臨時評議員会のののの２２２２種類種類種類種類とするとするとするとする。。。。    

２２２２    定時評議員会定時評議員会定時評議員会定時評議員会はははは毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後毎事業年度終了後 3333個個個個月以内月以内月以内月以内にににに 1111回開催回開催回開催回開催するするするする。。。。    

３３３３    臨時評議員会臨時評議員会臨時評議員会臨時評議員会はははは、、、、必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはいつでもにはいつでもにはいつでもにはいつでも開催開催開催開催することがすることがすることがすることができるできるできるできる。。。。    

        （（（（招招招招    集集集集））））    

第第第第 22223333条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは法令法令法令法令にににに別段別段別段別段のののの定定定定めがあるめがあるめがあるめがある場合場合場合場合をををを除除除除きききき理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議にににに基基基基づきづきづきづき理事長理事長理事長理事長がががが招集招集招集招集するするするする。。。。    

２２２２    評議員評議員評議員評議員はははは理事長理事長理事長理事長にににに対対対対しししし、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの目的目的目的目的であるであるであるである事項及事項及事項及事項及びびびび理由理由理由理由をををを示示示示してしてしてして、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの招集招集招集招集をををを請求請求請求請求すすすす

ることができるることができるることができるることができる。。。。    

        （（（（招集招集招集招集のののの通知通知通知通知））））    

第第第第 22224444 条条条条    理事長理事長理事長理事長はははは、、、、評議員会開催日評議員会開催日評議員会開催日評議員会開催日のののの 5555 日前日前日前日前までにまでにまでにまでに評議員評議員評議員評議員にににに対対対対しししし、、、、会議会議会議会議のののの日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所、、、、目的目的目的目的であるであるであるである

事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした書書書書面面面面をもってをもってをもってをもって招集招集招集招集のののの通知通知通知通知をしなければならないをしなければならないをしなければならないをしなければならない。。。。    

２２２２    前項前項前項前項にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、評議員全員評議員全員評議員全員評議員全員のののの同意同意同意同意があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、招集招集招集招集のののの手続手続手続手続きをきをきをきを経経経経ることなくることなくることなくることなく、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会

をををを開催開催開催開催することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

        （（（（議議議議    長長長長））））    

第第第第 22225555条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会のののの議長議長議長議長はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて出席出席出席出席したしたしたした評議員評議員評議員評議員のののの中中中中からからからからそのそのそのその都度互選都度互選都度互選都度互選するするするする。。。。    

        ((((定足数定足数定足数定足数))))        

第第第第 22226666 条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、議決議決議決議決にににに加加加加わることのできるわることのできるわることのできるわることのできる評議員評議員評議員評議員のののの過半数過半数過半数過半数のののの出席出席出席出席がなければがなければがなければがなければ開催開催開催開催することがすることがすることがすることが

できないできないできないできない。。。。    

    （（（（決決決決    議議議議））））    

第第第第 22227777 条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議はははは、、、、議決議決議決議決についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする評議員評議員評議員評議員をををを除除除除くくくく評議員評議員評議員評議員のののの過半数過半数過半数過半数がががが

出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって行行行行うううう。。。。    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、次次次次のののの決議決議決議決議はははは議決議決議決議決についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする評議員評議員評議員評議員をををを除除除除くくくく評議員評議員評議員評議員

のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上にににに当当当当たるたるたるたる多数多数多数多数をもってをもってをもってをもって行行行行わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    監事監事監事監事のののの解任解任解任解任    

    ((((2222))))    定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

    ((((3333))))    基本財産基本財産基本財産基本財産のののの処分又処分又処分又処分又はははは除外除外除外除外のののの承認承認承認承認    

    ((((4444))))    そのそのそのその他法令他法令他法令他法令でででで定定定定められためられためられためられた事項事項事項事項    

        （（（（決議決議決議決議のののの省略省略省略省略））））    

第第第第 22228888 条条条条    理事理事理事理事がががが、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの目的目的目的目的であるであるであるである事項事項事項事項についてについてについてについて提案提案提案提案したしたしたした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその提案提案提案提案にににに決議決議決議決議にににに加加加加

わることのできるわることのできるわることのできるわることのできる評議員評議員評議員評議員のののの全員全員全員全員がががが書面又書面又書面又書面又はははは電磁的記録電磁的記録電磁的記録電磁的記録によりによりによりにより同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をしたをしたをしたをした時時時時はははは、、、、そのそのそのその

提案提案提案提案をををを可決可決可決可決するするするする旨旨旨旨のののの評議員会決議評議員会決議評議員会決議評議員会決議があったものがあったものがあったものがあったものとみなすとみなすとみなすとみなす。。。。    
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            ((((報告報告報告報告のののの省略省略省略省略))))    

第第第第 22229999 条条条条    理事理事理事理事がががが評議員全員評議員全員評議員全員評議員全員にににに対対対対しししし、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会にににに報告報告報告報告すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項をををを通知通知通知通知したしたしたした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその事項事項事項事項

をををを評議員会評議員会評議員会評議員会にににに報告報告報告報告することをすることをすることをすることを要要要要しないことについてしないことについてしないことについてしないことについて、、、、評議員評議員評議員評議員のののの全員全員全員全員がががが書面又書面又書面又書面又はははは電磁的記録電磁的記録電磁的記録電磁的記録によによによによ

りりりり同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、そのそのそのその事項事項事項事項のののの評議員会評議員会評議員会評議員会へのへのへのへの報告報告報告報告があったものとみなすがあったものとみなすがあったものとみなすがあったものとみなす。。。。    

    （（（（議事録議事録議事録議事録））））    

第第第第 30303030条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会のののの議事議事議事議事についてはについてはについてはについては、、、、法令法令法令法令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより議事録議事録議事録議事録をををを作成作成作成作成しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    ２２２２    議事録議事録議事録議事録にはにはにはには、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会議長議長議長議長がががが署名又署名又署名又署名又はははは記名押印記名押印記名押印記名押印するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

                

                                第第第第６６６６章章章章    役員役員役員役員    

                （（（（種類及種類及種類及種類及びびびび定数定数定数定数））））    

第第第第 33331111条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに、、、、次次次次のののの役員役員役員役員をををを置置置置くくくく。。。。    

    （（（（１１１１））））理事理事理事理事６６６６名以上名以上名以上名以上 10101010名以内名以内名以内名以内    

    （（（（２２２２））））監事監事監事監事１１１１名以上名以上名以上名以上２２２２名名名名以内以内以内以内    

２２２２    理事理事理事理事のうちのうちのうちのうち１１１１名名名名をををを代表理事代表理事代表理事代表理事としとしとしとし、、、、２２２２名以内名以内名以内名以内をををを「「「「一般法一般法一般法一般法」」」」第第第第 197197197197条条条条がががが準用準用準用準用するするするする第第第第 91919191条第条第条第条第 1111項第項第項第項第

２２２２号号号号にににに規定規定規定規定するするするする業務業務業務業務執行理事執行理事執行理事執行理事とするとするとするとする。。。。    

        （（（（選任等選任等選任等選任等））））    

第第第第 33332222条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議によってによってによってによって選任選任選任選任するするするする。。。。    

２２２２    代表理事及代表理事及代表理事及代表理事及びびびび業務業務業務業務執行理事執行理事執行理事執行理事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によってによってによってによって理事理事理事理事のののの中中中中からからからから選選選選定定定定するするするする。。。。    

３３３３    理事理事理事理事のうちのうちのうちのうち 1111名名名名をををを理事長理事長理事長理事長、、、、2222名以内名以内名以内名以内をををを常務理事常務理事常務理事常務理事とするとするとするとする。。。。    

４４４４    前項前項前項前項のののの理事長理事長理事長理事長をもってをもってをもってをもって「「「「一般一般一般一般法法法法」」」」のののの代表理事代表理事代表理事代表理事としとしとしとし、、、、常務理事常務理事常務理事常務理事ををををもってもってもってもって業務執行理事業務執行理事業務執行理事業務執行理事とするとするとするとする。。。。    

５５５５    監事監事監事監事はははは、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの理事又理事又理事又理事又はははは使用人使用人使用人使用人をををを兼兼兼兼ねることができないねることができないねることができないねることができない。。。。    

６６６６    理事理事理事理事のうちのうちのうちのうち、、、、理事理事理事理事のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか１１１１名名名名とそのとそのとそのとその配偶者又配偶者又配偶者又配偶者又はははは三親等以内三親等以内三親等以内三親等以内のののの親族親族親族親族そのそのそのその他法令他法令他法令他法令でででで定定定定めるめるめるめる特別特別特別特別

のののの関係関係関係関係にあるにあるにあるにある者者者者のののの合計数合計数合計数合計数はははは、、、、理事総数理事総数理事総数理事総数のののの３３３３分分分分のののの１１１１をををを超超超超えてはならないえてはならないえてはならないえてはならない。。。。監事監事監事監事についてもについてもについてもについても同様同様同様同様とととと

するするするする。。。。    

７７７７    他他他他のののの同一団体同一団体同一団体同一団体のののの理事又理事又理事又理事又はははは使用人使用人使用人使用人であるであるであるである者者者者そのそのそのその他他他他これにこれにこれにこれに準準準準ずるずるずるずる相互相互相互相互にににに緊密緊密緊密緊密なななな関係関係関係関係にあるにあるにあるにある理事理事理事理事のののの

合計数合計数合計数合計数はははは、、、、理事理事理事理事のののの総数総数総数総数のののの３３３３分分分分のののの１１１１をををを超超超超えてはならないえてはならないえてはならないえてはならない。。。。監事監事監事監事についてもについてもについてもについても同様同様同様同様とするとするとするとする。。。。    

８８８８    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事にににに異動異動異動異動があったがあったがあったがあった時時時時にはにはにはには、、、、２２２２週間以内週間以内週間以内週間以内にににに登記登記登記登記しししし、、、、登記事項証明書等登記事項証明書等登記事項証明書等登記事項証明書等をををを添添添添えてえてえてえて、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞

なくそのなくそのなくそのなくその旨旨旨旨をををを行政庁行政庁行政庁行政庁にににに届届届届けけけけ出出出出なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    

        （（（（理事理事理事理事のののの職務及職務及職務及職務及びびびび権限権限権限権限））））    

第第第第 33333333条条条条    理事理事理事理事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会をををを構成構成構成構成しししし、、、、法令及法令及法令及法令及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより職務職務職務職務をををを執行執行執行執行するするするする。。。。    

２２２２    理事長理事長理事長理事長はははは法令及法令及法令及法令及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、このこのこのこの法人法人法人法人をををを代表代表代表代表しししし、、、、そのそのそのその業務業務業務業務をををを執行執行執行執行しししし、、、、常常常常

務理事務理事務理事務理事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて別別別別にににに定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務業務業務業務をををを分担執行分担執行分担執行分担執行するするするする。。。。    

３３３３    理事長及理事長及理事長及理事長及びびびび常務理事常務理事常務理事常務理事はははは、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度ごとごとごとごとにににに４４４４箇月箇月箇月箇月をををを超超超超えるえるえるえる間隔間隔間隔間隔でででで 2222回以上回以上回以上回以上、、、、自己自己自己自己のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行

状況状況状況状況をををを理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

        （（（（監事監事監事監事のののの職務及職務及職務及職務及びびびび権限権限権限権限））））    

第第第第 33334444条条条条    監事監事監事監事はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる職務職務職務職務をををを行行行行うううう。。。。    

(1)(1)(1)(1)理事理事理事理事のののの職務執行職務執行職務執行職務執行をををを監査監査監査監査しししし、、、、法令法令法令法令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、監査報告監査報告監査報告監査報告をををを作成作成作成作成するするするすることことことこと。。。。    
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    (2)(2)(2)(2)このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務及業務及業務及業務及びびびび財産財産財産財産のののの状況状況状況状況のののの調査調査調査調査をすることをすることをすることをすること並並並並びにびにびにびに各事業年度各事業年度各事業年度各事業年度にににに係係係係るるるる計算関係書類及計算関係書類及計算関係書類及計算関係書類及びびびび

事業報告事業報告事業報告事業報告をををを監査監査監査監査することすることすることすること。。。。    

  (3)  (3)  (3)  (3)理事会理事会理事会理事会にににに出席出席出席出席しししし、、、、必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、意見意見意見意見をををを述述述述べることべることべることべること。。。。    

  (4)  (4)  (4)  (4)理事理事理事理事がががが不正不正不正不正のののの行為行為行為行為をしをしをしをし、、、、若若若若しくはそのしくはそのしくはそのしくはその行為行為行為行為をするをするをするをする恐恐恐恐れがあるとれがあるとれがあるとれがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき、、、、又又又又はははは法令若法令若法令若法令若しくはしくはしくはしくは

定款定款定款定款にににに違反違反違反違反するするするする事実若事実若事実若事実若しくはしくはしくはしくは著著著著しくしくしくしく不当不当不当不当なななな事実事実事実事実があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを評評評評

議員会及議員会及議員会及議員会及びびびび理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告することすることすることすること。。。。    

        (5)(5)(5)(5)前号前号前号前号のののの報告報告報告報告をするためにをするためにをするためにをするために必要必要必要必要があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、理事長理事長理事長理事長にににに理事会理事会理事会理事会のののの招集招集招集招集をををを請求請求請求請求することすることすることすること。。。。ただしただしただしただし、、、、

そのそのそのその請求請求請求請求があったがあったがあったがあった日日日日からからからから５５５５日以内日以内日以内日以内にににに、、、、そのそのそのその請求請求請求請求があったがあったがあったがあった日日日日からからからから２２２２週間以内週間以内週間以内週間以内のののの日日日日をををを理事会理事会理事会理事会とするとするとするとする

理事会理事会理事会理事会のののの招集招集招集招集のののの通知通知通知通知がががが発発発発せられないせられないせられないせられない場合場合場合場合はははは、、、、直接理事会直接理事会直接理事会直接理事会をををを招集招集招集招集することすることすることすること。。。。    

  (6)  (6)  (6)  (6)理事理事理事理事がががが評議員会評議員会評議員会評議員会にににに提出提出提出提出しようとするしようとするしようとするしようとする議案議案議案議案、、、、書類書類書類書類そのそのそのその他法令他法令他法令他法令でででで定定定定めるものをめるものをめるものをめるものを調査調査調査調査することすることすることすること。。。。    

        このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、法令若法令若法令若法令若しくはしくはしくはしくは定款定款定款定款にににに違反違反違反違反しししし、、、、又又又又はははは著著著著しくしくしくしく不当不当不当不当なななな事項事項事項事項があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、

そのそのそのその調査結果調査結果調査結果調査結果をををを評議員会評議員会評議員会評議員会にににに報告報告報告報告することすることすることすること。。。。    

  (7)  (7)  (7)  (7)理事理事理事理事がこのがこのがこのがこの法人法人法人法人のののの目的目的目的目的のののの範囲外範囲外範囲外範囲外のののの行為行為行為行為そのそのそのその他他他他法令若法令若法令若法令若しくはしくはしくはしくは定款定款定款定款にににに違反違反違反違反するするするする行為行為行為行為をしをしをしをし、、、、又又又又はこれはこれはこれはこれ

らのらのらのらの行為行為行為行為をするおそれがあるをするおそれがあるをするおそれがあるをするおそれがある場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該行為当該行為当該行為当該行為によってこのによってこのによってこのによってこの法人法人法人法人にににに著著著著しいしいしいしい損害損害損害損害がががが生生生生ずるずるずるずる

おそれがあるときはおそれがあるときはおそれがあるときはおそれがあるときは、、、、当該理事当該理事当該理事当該理事にににに対対対対しししし、、、、当該行為当該行為当該行為当該行為をやめることををやめることををやめることををやめることを請求請求請求請求することすることすることすること。。。。    

    (8)(8)(8)(8)そのそのそのその他監事他監事他監事他監事にににに認認認認められためられためられためられた法令上法令上法令上法令上のののの権限権限権限権限をををを行使行使行使行使することすることすることすること。。。。    

            監事監事監事監事はははは、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも理事及理事及理事及理事及びびびび使用人使用人使用人使用人にににに対対対対してしてしてして事業事業事業事業のののの報告報告報告報告をををを求求求求めめめめ、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務及業務及業務及業務及びびびび財産財産財産財産のののの状況状況状況状況

のののの調査調査調査調査をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。    

        （（（（任任任任    期期期期））））    

第第第第 33335555 条条条条    理事理事理事理事のののの任期任期任期任期はははは、、、、選任後選任後選任後選任後２２２２年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする事業年度事業年度事業年度事業年度のうちのうちのうちのうち最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに関関関関するするするする定時評議員定時評議員定時評議員定時評議員

会会会会のののの終結終結終結終結のののの時時時時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

２２２２    監事監事監事監事のののの任期任期任期任期はははは、、、、選任後選任後選任後選任後４４４４年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする事業年度事業年度事業年度事業年度のうちのうちのうちのうち最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに関関関関するするするする定時評議員会定時評議員会定時評議員会定時評議員会のののの

終結終結終結終結のののの時時時時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

３３３３    補欠補欠補欠補欠としてとしてとしてとして選任選任選任選任されたされたされたされた理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの任期任期任期任期はははは、、、、前任者前任者前任者前任者のののの任期任期任期任期のののの満了時満了時満了時満了時までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

４４４４    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事はははは、、、、第第第第 31313131条条条条にににに定定定定めるめるめるめる定数定数定数定数にににに足足足足りなくなるりなくなるりなくなるりなくなる時時時時はははは、、、、任期任期任期任期のののの満了又満了又満了又満了又はははは辞任辞任辞任辞任によりによりによりにより退任退任退任退任しししし

たたたた後後後後もももも、、、、新新新新たにたにたにたに選任選任選任選任されたされたされたされた者者者者がががが就任就任就任就任するまでするまでするまでするまで、、、、なおなおなおなお理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事としてのとしてのとしてのとしての権利義務権利義務権利義務権利義務をををを有有有有するするするする。。。。    

        （（（（役員役員役員役員のののの解任解任解任解任））））        

第第第第 33336666 条条条条    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事がががが、、、、次次次次のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するときはするときはするときはするときは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議によってによってによってによって解任解任解任解任することすることすることすること

ができるができるができるができる。。。。但但但但しししし、、、、監事監事監事監事をををを解任解任解任解任するするするする場場場場合合合合はははは議決議決議決議決にににに加加加加わることのできるわることのできるわることのできるわることのできる評議員評議員評議員評議員のののの 3333分分分分のののの 2222以上以上以上以上のののの決議決議決議決議

にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    職務上職務上職務上職務上のののの義務義務義務義務にににに違反違反違反違反しししし、、、、又又又又はははは職務職務職務職務をををを怠怠怠怠ったったったった時時時時    

    (2)(2)(2)(2)    心身心身心身心身のののの故障故障故障故障のためのためのためのため、、、、職務職務職務職務のののの執行執行執行執行にににに支障支障支障支障がありがありがありがあり、、、、又又又又はこれにはこれにはこれにはこれに堪堪堪堪えないえないえないえない時時時時    

        （（（（報酬等報酬等報酬等報酬等））））    

第第第第 33337777 条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは無報酬無報酬無報酬無報酬とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、常勤常勤常勤常勤のののの理事理事理事理事にににに対対対対してはしてはしてはしては評議員会評議員会評議員会評議員会でででで定定定定めためためためた額額額額のののの報酬報酬報酬報酬

をををを支給支給支給支給することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

２２２２    役員役員役員役員にはにはにはには、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを行行行行うためにうためにうためにうために要要要要するするするする費用費用費用費用のののの支払支払支払支払いをすることができるいをすることができるいをすることができるいをすることができる。。。。    

３３３３    前前前前２２２２項項項項にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会でででで別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    
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    第第第第７７７７章章章章    理事会理事会理事会理事会    

        （（（（設設設設    置置置置））））    

第第第第 33338888条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに理事会理事会理事会理事会をををを設置設置設置設置するするするする。。。。        

２２２２    理事会理事会理事会理事会はすべてのはすべてのはすべてのはすべての理事理事理事理事をもってをもってをもってをもって構成構成構成構成するするするする。。。。    

        （（（（権権権権    限限限限））））    

第第第第 33339999条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、次次次次のののの職務職務職務職務をををを行行行行うううう。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務執行業務執行業務執行業務執行のののの決定決定決定決定    

    (2)(2)(2)(2)    理事理事理事理事のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行のののの監督監督監督監督    

    (3)(3)(3)(3)    代表代表代表代表理事及理事及理事及理事及びびびび業務執行業務執行業務執行業務執行理事理事理事理事のののの選定及選定及選定及選定及びびびび解職解職解職解職    

        （（（（種類及種類及種類及種類及びびびび開催開催開催開催））））    

第第第第 40404040条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、通常理事会及通常理事会及通常理事会及通常理事会及びびびび臨時理事会臨時理事会臨時理事会臨時理事会のののの２２２２種類種類種類種類とするとするとするとする。。。。    

２２２２    通常理事会通常理事会通常理事会通常理事会はははは、、、、毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度２２２２回開催回開催回開催回開催するするするする。。。。    

３３３３    臨時理事会臨時理事会臨時理事会臨時理事会はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のののの一一一一にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合にににに開催開催開催開催するするするする。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    理事長理事長理事長理事長がががが必要必要必要必要とととと認認認認めたときめたときめたときめたとき    

    (2)(2)(2)(2)    理事長理事長理事長理事長以外以外以外以外のののの理事理事理事理事からからからから会議会議会議会議のののの目的目的目的目的であるであるであるである事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした書面書面書面書面をもってをもってをもってをもって招集招集招集招集のののの請求請求請求請求があったとがあったとがあったとがあったと    

きききき    

    (3)(3)(3)(3)    前号前号前号前号のののの請求請求請求請求があったがあったがあったがあった日日日日からからからから 5555 日以内日以内日以内日以内にににに、、、、そのそのそのその請求請求請求請求があったがあったがあったがあった日日日日からからからから 2222 週間以内週間以内週間以内週間以内のののの日日日日をををを理事会理事会理事会理事会のののの

日日日日とするとするとするとする理事会理事会理事会理事会のののの招集招集招集招集のののの通知通知通知通知がががが発発発発せられないせられないせられないせられない場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその請求請求請求請求をしたをしたをしたをした理事理事理事理事がががが招集招集招集招集したときしたときしたときしたとき    

(4)(4)(4)(4)    監事監事監事監事がががが招集招集招集招集したしたしたしたときときときとき    

        （（（（招招招招        集集集集））））    

第第第第 44441111条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは理事長理事長理事長理事長がががが招集招集招集招集するするするする。。。。    

２２２２    理事長理事長理事長理事長にににに事故事故事故事故あるあるあるあるときときときとき、、、、又又又又はははは理事長理事長理事長理事長がががが欠欠欠欠けたけたけたけたときはときはときはときは、、、、常務常務常務常務理事理事理事理事がががが理事会理事会理事会理事会をををを招集招集招集招集するするするする。。。。    

３３３３    第第第第１１１１項項項項にににに拘拘拘拘らずらずらずらず前条第前条第前条第前条第 3333 項項項項第第第第 3333 号号号号によるによるによるによる場合場合場合場合はははは当該当該当該当該理事理事理事理事がががが、、、、前条第前条第前条第前条第 3333 項項項項第第第第 4444 号号号号によるによるによるによる場合場合場合場合はははは監監監監

事事事事がががが、、、、理事会理事会理事会理事会をををを招集招集招集招集するするするする。。。。    

４４４４    理事会理事会理事会理事会をををを招集招集招集招集するときはするときはするときはするときは、、、、会議会議会議会議のののの日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所、、、、目的目的目的目的であるであるであるである事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした書面書面書面書面をもってをもってをもってをもって、、、、開催開催開催開催

日日日日のののの 5555日日日日前前前前までにまでにまでにまでに、、、、通知通知通知通知しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

５５５５    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの全員全員全員全員のののの同意同意同意同意があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、招集招集招集招集のののの手続手続手続手続きをきをきをきを経経経経ることることることること

なくなくなくなく理事会理事会理事会理事会をををを開催開催開催開催することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

    （（（（議議議議    長長長長））））    

第第第第 44442222条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの議長議長議長議長はははは、、、、理事長理事長理事長理事長がこれにがこれにがこれにがこれに当当当当たるたるたるたる。。。。    

２２２２    理事長理事長理事長理事長にににに事故事故事故事故あるときあるときあるときあるとき、、、、又又又又はははは理事長理事長理事長理事長がががが欠欠欠欠けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、常務理事常務理事常務理事常務理事がががが議長議長議長議長のののの職務職務職務職務をををを代行代行代行代行するするするする。。。。    

            ((((定足数定足数定足数定足数))))    

第第第第 44443333 条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは議決議決議決議決にににに加加加加わることわることわることわることがががができるできるできるできる理事理事理事理事のののの過半数過半数過半数過半数のののの参加参加参加参加がながながながなければければければければ会議会議会議会議をををを開催開催開催開催することがすることがすることがすることが

できないできないできないできない。。。。    

            ((((決決決決    議議議議））））    

第第第第 44444444条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議はははは、、、、議決議決議決議決についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする理事理事理事理事をををを除除除除くくくく理事理事理事理事のののの過半数過半数過半数過半数がががが出席出席出席出席しししし、、、、
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そのそのそのその過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって行行行行うううう。。。。    

    （（（（決議決議決議決議のののの省略省略省略省略））））    

第第第第 44445555 条条条条    理事理事理事理事がががが、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議のののの目的目的目的目的であるであるであるである事項事項事項事項についてについてについてについて提案提案提案提案をしたをしたをしたをした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその提案提案提案提案につにつにつにつ

いていていていて、、、、議決議決議決議決にににに加加加加わることのできるわることのできるわることのできるわることのできる理事理事理事理事のののの全員全員全員全員がががが書面又書面又書面又書面又はははは電磁的記録電磁的記録電磁的記録電磁的記録によりによりによりにより同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をををを

したときはしたときはしたときはしたときは、、、、そのそのそのその提案提案提案提案をををを可決可決可決可決するするするする旨旨旨旨のののの理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議があったものとみなすものとするがあったものとみなすものとするがあったものとみなすものとするがあったものとみなすものとする。。。。但但但但しししし、、、、

監事監事監事監事がががが異議異議異議異議をををを述述述述べたときはべたときはべたときはべたときは、、、、このこのこのこの限限限限りではないりではないりではないりではない。。。。    

        ((((報告報告報告報告のののの省略省略省略省略))))        

第第第第 46464646 条条条条    理事理事理事理事、、、、監事監事監事監事がががが理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの全員全員全員全員にににに対対対対してしてしてして理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告すべきことをすべきことをすべきことをすべきことを通知通知通知通知したときはしたときはしたときはしたときは、、、、当当当当

該事項該事項該事項該事項をををを理事会理事会理事会理事会へへへへ報告報告報告報告することをすることをすることをすることを要要要要しないしないしないしない。。。。    

    （（（（議事録議事録議事録議事録））））    

第第第第 44447777条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの議事議事議事議事についてはについてはについてはについては、、、、法令法令法令法令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより議事録議事録議事録議事録をををを作成作成作成作成するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

２２２２    出席出席出席出席したしたしたした代表理事代表理事代表理事代表理事及及及及びびびび監事監事監事監事はははは、、、、前項前項前項前項のののの議事録議事録議事録議事録にににに記名押印記名押印記名押印記名押印するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

                                        第第第第８８８８章章章章    選考選考選考選考委員会委員会委員会委員会    

    ((((選考選考選考選考委員会委員会委員会委員会))))    

第第第第 44448888条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは第第第第 4444条条条条にににに掲掲掲掲げるげるげるげる助成助成助成助成・・・・褒賞褒賞褒賞褒賞のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる者者者者をををを選考選考選考選考するためにするためにするためにするために選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会をををを置置置置くくくく。。。。    

 2 2 2 2    選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会はははは 5555名以上名以上名以上名以上 15151515名以内名以内名以内名以内のののの委員委員委員委員をもっをもっをもっをもってててて構成構成構成構成するするするする。。。。    

 3   3   3   3  前項前項前項前項のののの委員委員委員委員はははは、、、、学識経験学識経験学識経験学識経験ののののあるあるあるある者者者者のうちのうちのうちのうちからからからから理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて理事長理事長理事長理事長がががが委嘱委嘱委嘱委嘱するするするする。。。。    

4  4  4  4  委員会委員会委員会委員会のののの運営運営運営運営にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

                                    第第第第９９９９章章章章    事務局事務局事務局事務局    

        （（（（設置等設置等設置等設置等））））    

第第第第 44449999条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事務事務事務事務をををを処理処理処理処理するためにするためにするためにするために、、、、事務局事務局事務局事務局をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    

２２２２    事務局事務局事務局事務局にはにはにはには、、、、事務局長及事務局長及事務局長及事務局長及びびびび所要所要所要所要のののの職員職員職員職員をおくをおくをおくをおく。。。。    

3  3  3  3  事務局長事務局長事務局長事務局長はははは理事会理事会理事会理事会でででで任免任免任免任免するするするする。。。。    

4  4  4  4  事務局事務局事務局事務局のののの職員職員職員職員はははは、、、、理事長理事長理事長理事長がががが任免任免任免任免するするするする。。。。    

5 5 5 5     事務局事務局事務局事務局のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、理事長理事長理事長理事長がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

            

                                    第第第第１０１０１０１０章章章章    定款定款定款定款のののの変更変更変更変更、、、、合併合併合併合併及及及及びびびび解散解散解散解散    

        （（（（定款定款定款定款のののの変更変更変更変更））））    

第第第第 50505050 条条条条    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、第第第第 3333 条条条条にににに規定規定規定規定するするするする目的目的目的目的、、、、第第第第 4444 条条条条にににに規定規定規定規定するするするする事業事業事業事業、、、、第第第第 15151515

条条条条にににに規定規定規定規定するするするする評議員評議員評議員評議員のののの選任選任選任選任のののの方法及方法及方法及方法及びびびび第第第第 11118888 条条条条にににに規定規定規定規定するするするする評議員評議員評議員評議員のののの解任解任解任解任のののの方法方法方法方法をををを含含含含めてめてめてめて、、、、議決議決議決議決

にににに加加加加わることのできるわることのできるわることのできるわることのできる評議員評議員評議員評議員のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて変更変更変更変更することができるすることができるすることができるすることができる。。。。ただただただただしししし、、、、第第第第

55551111条条条条にににに規定規定規定規定するするするする公益目的取得財産残額公益目的取得財産残額公益目的取得財産残額公益目的取得財産残額のののの贈与贈与贈与贈与についてはについてはについてはについては変更変更変更変更することができないすることができないすることができないすることができない。。。。    

２２２２    ｢｢｢｢公益認定法公益認定法公益認定法公益認定法｣｣｣｣第第第第 11111111条第条第条第条第 1111項各号項各号項各号項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項にににに係係係係るるるる定款定款定款定款のののの変更変更変更変更((((軽微軽微軽微軽微なものをなものをなものをなものを除除除除くくくく))))をしようとをしようとをしようとをしようと

するときはするときはするときはするときは、、、、そのそのそのその事項事項事項事項につきにつきにつきにつき、、、、行政庁行政庁行政庁行政庁のののの認定認定認定認定をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。    

            （（（（解解解解    散散散散））））    
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第第第第 55550000条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、｢、｢、｢、｢一般法一般法一般法一般法｣｣｣｣第第第第 202202202202条第条第条第条第１１１１項項項項、、、、第第第第２２２２項及項及項及項及びびびび第第第第３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする事由事由事由事由によりによりによりにより解散解散解散解散するするするする。。。。    

        （（（（公益公益公益公益目的取得財産残額目的取得財産残額目的取得財産残額目的取得財産残額のののの贈与贈与贈与贈与））））    

第第第第 55551111条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人がががが、、、、公益認定公益認定公益認定公益認定のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合、、、、又又又又はははは合併合併合併合併によりによりによりにより消滅消滅消滅消滅するするするする場合場合場合場合((((そのそのそのその権利義権利義権利義権利義

務務務務をををを継承継承継承継承するするするする法人法人法人法人がががが公益法人公益法人公益法人公益法人であるときをであるときをであるときをであるときを除除除除くくくく。。。。))))ににににはははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて、、、、公益目的財公益目的財公益目的財公益目的財

産残額産残額産残額産残額にににに相当相当相当相当するするするする額額額額のののの財産財産財産財産をををを、、、、当該公益認定当該公益認定当該公益認定当該公益認定のののの取消取消取消取消しのしのしのしの日又日又日又日又はははは当該合併当該合併当該合併当該合併のののの日日日日かかかからららら１１１１箇月以内箇月以内箇月以内箇月以内にににに、、、、

「「「「認定法認定法認定法認定法」」」」第第第第５５５５条第条第条第条第１７１７１７１７条条条条にににに掲掲掲掲げるげるげるげる法人又法人又法人又法人又はははは国若国若国若国若しくはしくはしくはしくは地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体にににに贈与贈与贈与贈与するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

        （（（（残余財産残余財産残余財産残余財産のののの帰属帰属帰属帰属））））    

第第第第 55552222条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人がががが解散等解散等解散等解散等によりによりによりにより清算清算清算清算するときにするときにするときにするときに有有有有するするするする残余財産残余財産残余財産残余財産はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議をををを経経経経てててて、、、、「「「「認定認定認定認定

法法法法」」」」第第第第５５５５条第条第条第条第１７１７１７１７条条条条にににに掲掲掲掲げるげるげるげる法人法人法人法人国若国若国若国若しくはしくはしくはしくは地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体にににに贈与贈与贈与贈与するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

                                    第第第第１１１１１１１１章章章章    公公公公告告告告のののの方法方法方法方法    

    ((((公公公公    告告告告))))    

第第第第    55553333条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの公公公公告告告告はははは電子電子電子電子公公公公告告告告によりによりによりにより行行行行うううう。。。。    

    ２２２２    事故事故事故事故そのそのそのその他他他他やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない事由事由事由事由によりによりによりにより前項前項前項前項のののの電子電子電子電子公公公公告告告告がががが出来出来出来出来ないないないない場合場合場合場合はははは、、、、官報官報官報官報にににに掲載掲載掲載掲載するするするする方法方法方法方法にににに

よるよるよるよる。。。。        

        

    

                                    第第第第１１１１２２２２章章章章    補則補則補則補則    

        （（（（委委委委    任任任任））））    

第第第第 55554444 条条条条    このこのこのこの定款定款定款定款にににに定定定定めるものめるものめるものめるもののほかのほかのほかのほか、、、、ここここのののの法人法人法人法人のののの運営運営運営運営にににに必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によりによりによりにより別別別別にににに

定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

            附附附附    則則則則    

１１１１    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、「「「「一般法一般法一般法一般法」」」」及及及及びびびび「「「「認定法認定法認定法認定法」」」」のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴うううう関係法律関係法律関係法律関係法律のののの整備等整備等整備等整備等にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第 106106106106 条第条第条第条第

１１１１項項項項にににに定定定定めるめるめるめる公益法人公益法人公益法人公益法人のののの設立設立設立設立のののの登記登記登記登記のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

２２２２    「「「「一般法一般法一般法一般法」」」」及及及及びびびび｢｢｢｢認定法認定法認定法認定法｣｣｣｣のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴うううう関係法律関係法律関係法律関係法律のののの整備等整備等整備等整備等にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第 106106106106条第条第条第条第１１１１項項項項にににに定定定定めるめるめるめる特特特特

例民法法人例民法法人例民法法人例民法法人のののの解散解散解散解散のののの登記登記登記登記とととと、、、、公益法人公益法人公益法人公益法人のののの設立設立設立設立のののの登記登記登記登記をををを行行行行ったときはったときはったときはったときは、、、、第第第第 8888条条条条のののの規定規定規定規定にかかわらにかかわらにかかわらにかかわら

ずずずず、、、、解散解散解散解散のののの登記登記登記登記のののの日日日日のののの前日前日前日前日をををを事業年度事業年度事業年度事業年度のののの末日末日末日末日としとしとしとし、、、、設立設立設立設立のののの登記登記登記登記のののの日日日日をををを事業年度事業年度事業年度事業年度のののの開始日開始日開始日開始日とするとするとするとする。。。。    

3  3  3  3  このこのこのこの法人法人法人法人のののの最初最初最初最初のののの評議評議評議評議員員員員はははは、、、、第第第第 14141414条条条条のののの規定規定規定規定にににに拘拘拘拘らずらずらずらず、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおりとするとするとするとする。。。。    

            阿部阿部阿部阿部    龍蔵龍蔵龍蔵龍蔵、、、、        金子金子金子金子    洋三郎洋三郎洋三郎洋三郎、、、、    霜田霜田霜田霜田    光一光一光一光一    

            高柳高柳高柳高柳    和夫和夫和夫和夫、、、、        土屋土屋土屋土屋    荘次荘次荘次荘次、、、、        堀堀堀堀        素夫素夫素夫素夫    

            三室戸三室戸三室戸三室戸    東光東光東光東光、、、、    渡部渡部渡部渡部        力力力力            清水清水清水清水    富士夫富士夫富士夫富士夫    

4 4 4 4     このこのこのこの法人法人法人法人のののの最初最初最初最初のののの代表理事代表理事代表理事代表理事及及及及びびびび業務執行理事業務執行理事業務執行理事業務執行理事はははは、、、、第第第第 32323232条条条条のののの規定規定規定規定にににに拘拘拘拘らずらずらずらず、、、、次次次次のとおりとするのとおりとするのとおりとするのとおりとする。。。。    

代表理事代表理事代表理事代表理事((((理事長理事長理事長理事長))))                宅間宅間宅間宅間    宏宏宏宏        

業務執行理事業務執行理事業務執行理事業務執行理事((((常務理事常務理事常務理事常務理事))))    関根関根関根関根    龍夫龍夫龍夫龍夫    


